
JP 5026134 B2 2012.9.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スリット光束を被検眼に対して斜めから照射する照明光源を備えた照明光学系と、
　前記スリット光束による前記被検眼の角膜からの反射光束を受光して角膜内皮像を撮像
する光電素子を備えた角膜撮像光学系と、
　前記照明光学系及び前記角膜撮像光学系を、全体として、前記被検眼への接近／離隔方
向となるＺ方向に移動させるＺ方向駆動手段と、
　前記照明光学系及び前記角膜撮像光学系を、全体として、Ｚ方向に直交するＸＹ方向に
移動させるＸＹ方向駆動手段と、
　前記照明光学系及び前記角膜撮像光学系をＺ方向に移動させるに際して、該照明光学系
及び該角膜撮像光学系の該被検眼に対するＺ方向での光学的な相対位置を検出するＺ方向
位置観察用受光素子と、
　前記被検眼に向けてＸＹアライメント用の指標光を正面から照射するＸＹアライメント
指標光照射手段と、
　該ＸＹアライメント指標光照射手段による指標光の前記被検眼の角膜上皮による正面反
射光を受光するＸＹアライメント受光素子と、
　前記被検眼の視軸を正面に対して傾斜した複数方向に選択的に向けさせる周辺固視標と
、
　該周辺固視標により前記被検眼の視軸が傾斜方向に向けられた状態下で、前記Ｚ方向位
置観察用受光素子による検出結果に基づいて、前記Ｚ方向駆動手段により、前記照明光学
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系及び前記角膜撮像光学系を全体として前記被検眼の角膜上皮に対する合焦位置を超えて
角膜内皮に近づける方向に移動させて位置決めするＸＹアライメント用のＺ方向位置制御
手段と、
　前記周辺固視標により前記被検眼の視軸が傾斜方向に向けられると共に前記角膜撮像光
学系と前記Ｚ方向位置観察用受光素子の少なくとも一方を用いて、前記ＸＹアライメント
用のＺ方向位置制御手段によって位置決めされた状態下で、ＸＹアライメント用の角膜内
皮光学情報を取得するＸＹアライメント用光学情報取得制御手段と、
　該ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段で取得された前記角膜内皮光学情報を用い
て、前記ＸＹアライメント受光素子で検出される角膜上皮への直交軸に対する角膜内皮へ
の直交軸のずれ量を考慮したＸＹ方向の特定位置としてＸＹアライメント用基準位置を決
定するＸＹアライメント用基準位置決定手段と、
　該ＸＹアライメント用基準位置決定手段によって決定された前記ＸＹアライメント用基
準位置の情報と、前記Ｚ方向位置観察用受光素子によって検出されるＺ方向での光学的な
情報とに基づいて、前記照明光学系と前記角膜撮像光学系を前記被検眼に対して相対位置
制御せしめて、該角膜撮像光学系により該被検眼の角膜内皮像を撮像する角膜内皮像撮像
制御手段と
を、備えていることを特徴とする角膜撮影装置。
【請求項２】
　前記ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段において、
　前記ＸＹアライメント指標光照射手段による前記ＸＹアライメント用指標光の前記被検
眼の角膜上皮による前記正面反射光の光軸上で前記角膜内皮光学情報を取得し、
　その得られた角膜内皮光学情報に基づいて、前記ＸＹアライメント用基準位置決定手段
により、前記視軸の傾斜方向に対応する所定のＸＹ方向線上で前記ＸＹアライメント用基
準位置を決定するようになっている請求項１に記載の角膜撮影装置。
【請求項３】
　前記ＸＹアライメント用基準位置の決定後に、その決定されたＸＹアライメント用基準
位置に前記照明光学系及び前記角膜撮像光学系を移動させて位置せしめると共に、かかる
ＸＹアライメント用基準位置に位置せしめた状態で、再び、前記ＸＹアライメント用光学
情報取得制御手段によって前記角膜内皮光学情報を取得して、得られた角膜内皮光学情報
に基づいて該ＸＹアライメント用基準位置を検証するＸＹアライメント用基準位置検証手
段を設けた請求項２に記載の角膜撮影装置。
【請求項４】
　前記ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段が、
　前記視軸の傾斜方向に対応する所定のＸＹ方向に向けて、前記照明光学系及び前記角膜
撮像光学系を全体として前記ＸＹ方向駆動手段で駆動させると共に、かかる所定のＸＹ方
向線上での複数箇所において前記角膜内皮光学情報を取得する請求項１に記載の角膜撮影
装置。
【請求項５】
　前記ＸＹアライメント用基準位置決定手段において、
　前記所定のＸＹ方向線上での前記ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段による前記
角膜内皮光学情報の取得を、予め設定された最終位置まで行って終了するようになってい
る請求項４に記載の角膜撮影装置。
【請求項６】
　前記ＸＹアライメント用基準位置決定手段において、
　前記ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段によって前記所定のＸＹ方向線上で前記
角膜内皮光学情報を取得する毎に、その取得した角膜内皮光学情報に基づいて順次に評価
し、その評価結果が予め設定された所定条件を満足することを確認して前記ＸＹアライメ
ント用基準位置を決定すると共に該角膜内皮光学情報の取得を終了するようになっている
請求項４に記載の角膜撮影装置。
【請求項７】
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　前記Ｚ方向位置観察用受光素子としてラインセンサを採用すると共に、前記ＸＹアライ
メント用光学情報取得制御手段において、該ラインセンサによりＸＹアライメント用の角
膜内皮光学情報を取得し、該ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段において、該ライ
ンセンサにおける内皮反射光の光量が最大となる位置を前記ＸＹアライメント用基準位置
として決定する請求項４乃至６の何れか一項に記載の角膜撮影装置。
【請求項８】
　前記ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段において前記ラインセンサによりＸＹア
ライメント用の角膜内皮光学情報を取得するのと併せて、該ラインセンサにより角膜上皮
光学情報を取得し、該角膜上皮光学情報に基づいて、前記照明光学系及び前記角膜撮像光
学系の前記被検眼に対するＺ方向の相対位置変化に起因する該角膜内皮光学情報における
誤差の補正量を求める光学情報補正量演算手段と、
　該光学情報補正量演算手段で求めた補正量により、前記ラインセンサで取得したＸＹア
ライメント用の角膜内皮光学情報を補正する光学情報補正実行手段とを、
設けた請求項７に記載の角膜撮影装置。
【請求項９】
　前記ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段において前記ラインセンサによりＸＹア
ライメント用の角膜内皮光学情報を取得するに際して、該ラインセンサにより角膜上皮光
学情報を取得し、該角膜上皮光学情報に基づいて、前記照明光学系及び前記角膜撮像光学
系の前記被検眼に対するＺ方向の相対位置変化量を求めるＺ方向変化量演算手段と、
　該Ｚ方向変化量演算手段で求めたＺ方向の相対位置変化量を補正量として、前記照明光
学系及び前記角膜撮像光学系を前記被検眼に対してＺ方向に相対位置補正するＺ方向位置
補正実行手段とを、
設けた請求項７又は８に記載の角膜撮影装置。
【請求項１０】
　前記角膜内皮像撮像制御手段において、前記照明光学系及び前記角膜撮像光学系を前記
被検眼に対してＺ方向で相対移動させつつ、該Ｚ方向線上の複数箇所において連続的に前
記角膜内皮像を撮像するようになっている請求項１乃至９の何れか一項に記載の角膜撮影
装置。
【請求項１１】
　Ｚ方向線上の複数箇所における連続的な前記角膜内皮像の撮像に際し、撮像と撮像の間
を利用して、前記ＸＹアライメント指標光照射手段と前記ＸＹアライメント受光素子とに
よる前記角膜上皮による正面反射光の受光を行って該角膜上皮への直交軸を求めると共に
、かかる角膜上皮への直交軸を参酌して前記ＸＹ方向駆動手段を制御し、前記ＸＹアライ
メント用基準位置決定手段で決定された前記ＸＹアライメント用基準位置に前記照明光学
系及び前記角膜撮像光学系を位置せしめるように位置補正するＸＹアライメント補正制御
手段を設けた請求項１０に記載の角膜撮影装置。
【請求項１２】
　被検眼の角膜内皮の周辺部分を撮像するに際して、
　ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段により角膜内皮光学情報を取得し、
　この角膜内皮光学情報を用いて前記被検眼の角膜内皮への直交軸を求め、かかる直交軸
をＸＹアライメント用基準位置として決定し、
　このＸＹアライメント用基準位置が角膜撮像光学系の撮像中心となるように、前記角膜
内皮の直交軸に対して直交するＸＹ方向において該角膜撮像光学系を前記被検眼に対して
相対位置合わせし、
　かかるＸＹ方向での相対位置合わせ状態下で、前記被検眼の角膜内皮の周辺部分を前記
角膜撮像光学系で撮像する
ことを特徴とする角膜撮影方法。
【請求項１３】
　前記角膜撮像光学系を前記被検眼に対して接近／離隔するＺ方向に移動させつつ連続的
に複数枚の角膜内皮像を撮像すると共に、
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　前記被検眼の角膜内皮への直交軸を、前記被検眼の角膜上皮への直交軸を基準とするＸ
Ｙ方向へのずれ量であるＸＹアライメント用基準位置として求めて、
　かかる複数枚の角膜内皮像の撮影の間に、前記被検眼の角膜上皮への直交軸を検出する
と共に、この検出した角膜上皮への直交軸に対して前記角膜撮像光学系を前記ＸＹアライ
メント用基準位置となるようにＸＹ方向で相対位置合わせする請求項１２に記載の角膜撮
影方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検眼に対して照明光を照射して、被検眼の角膜からの反射光を受光するこ
とによって角膜内皮細胞像を撮像する角膜撮影装置および角膜撮影方法に係り、特に被検
眼の角膜の中央部分だけでなく周辺部分においても角膜内皮細胞像を撮像することの出来
る角膜撮影装置および角膜撮影方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、眼疾患の有無判断や眼の術後経過の診断などに際して、角膜、特に角膜内皮
の細胞状態を観察することが行われている。
【０００３】
　このような角膜内皮の細胞状態を観察するに際して、被検眼に対して非接触で角膜内皮
細胞を撮像することの出来る角膜撮影装置が知られている。この角膜撮影装置は、照明光
学系によりスリット状の照明光（スリット光束）を被検眼の角膜に斜めから照射して、角
膜からの反射光を撮像光学系で受光して角膜内皮細胞を撮像するようになっている。
【０００４】
　ところで、角膜内皮の撮像に際しては、角膜の中央部分だけでなく角膜の周辺部分を撮
像したい場合がある。そのためには、被検者に正面から外れた斜め方向を固視させること
により、撮影用のスリット光束を角膜周辺部分に照射させてその反射光束を撮影光学系で
撮像することによって行われる。
【０００５】
　ところが、その場合に、単に被検者の固視方向を斜めに設定するだけでは、明瞭な角膜
内皮像を得ることが出来ないことがわかっている。これは、解剖学的に明らかなことであ
って、角膜撮影装置の開発技術分野の当業者だけでなく、角膜撮影装置を利用する使用者
層にも、従来から良く知られていることである。蓋し、角膜内皮の曲率と角膜上皮（角膜
外皮ともいう）の曲率が互いに異なることから、角膜の中央部分では角膜上皮による鏡面
反射光を利用して角膜内皮のＸＹアライメントを行うことが出来るものの、周辺部分では
同じ方向で角膜上皮による鏡面反射光を利用してＸＹアライメントを行うと角膜内皮の最
適位置からずれてしまうことに起因する。
【０００６】
　すなわち、角膜中央部分を撮像するために被検者が正面を固視した状態では、図１４（
ａ）に示すように、角膜上皮反射されるＸＹアライメント光の光軸（●印）に対して内皮
反射光の光軸（×印）が一致することから、ＸＹアライメントを行うことによって、撮像
領域を示す□印の中では、角膜内皮も角膜上皮も同一の光学中心軸を有することとなり、
目的とする内皮撮像を精度良く行うことが可能となる。しかし、角膜周辺部分を撮像する
ために被検者が斜め方向を固視した状態では、図１４（ｂ）に示すように、角膜上皮反射
されるＸＹアライメント光の光軸（●印）に対して内皮反射光の光軸（×印）がずれてし
まうこととなり、ＸＹアライメントを行っても、撮像領域を示す□印の中では、角膜内皮
と角膜上皮の光学中心軸が異なることから、内皮撮像の精度が大幅に低下してしまうので
ある。
【０００７】
　要するに、角膜周辺部分で、角膜内皮を鮮明に撮像するには、図１４（ｂ）において、
ＸＹアライメントを行った中心点（●点）から、角膜内皮のずれ方向（×方向）に向けて
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、所定距離だけ、撮像領域（□印の領域）を移動設定してから内皮撮像することが必要と
なる。
【０００８】
　そのために、従来、角膜撮影装置を用いて角膜周辺部分を撮像するに際しては、その撮
像によって鮮明な像が得られなかった場合に、ＸＹ方向で被検眼に対する撮像光学系の相
対位置を適当な方向に検者がずらせて位置設定し、満足できる像が得られるまで撮影を繰
り返していたのである。そのために、検者と被検者の負担が大きく、特に経験の乏しい検
者では撮影に多くの時間を要することから、被検者に苦痛を強いるおそれもあった。
【０００９】
　そこで、このような問題に対処するために、特許文献１（特許第２８１２４２１号公報
）や特許文献２（特許第３３３８５２９号公報）において、角膜上皮反射光によって得ら
れるＸＹアライメント信号に基づいて被検眼に対する撮像光学系のＸＹアライメントを行
うに際して、被検眼が固視する斜め方向の位置に対応してＸＹアライメントの補正量を予
め設定しておき、選択した固視標に対応する補正量だけ、角膜上皮反射光によって得られ
るＸＹアライメント信号に基づいて決定されたＸＹアライメント位置を補正するようにし
た角膜撮影装置が、提案されている。
【００１０】
　要するに、これらの特許文献１，２に開示された技術は、被検眼が固視する斜め方向に
対して補正する方向と量が略特定されるという前提のもとで、検者や被検者の負担軽減を
図るものである。そして、実際に、ＸＹアライメントの補正方向、即ち図１４（ｂ）にお
けるずれ方向線：αの方向は、前述の如き角膜内上皮の曲率半径差の理論に基づいて、被
検眼が固視する斜め方向に対して決定されることが確かめられているし、その補正量も、
被検眼の視軸の傾斜角度と角膜内皮と角膜上皮の曲率半径差とに対応する値であるが故に
、解剖学上のデータから特定することが可能であると考えられる。
【００１１】
　しかしながら、本発明者が検討したところ、このような先行する特許文献１，２に記載
の技術に従うＸＹアライメントを採用しても、角膜周辺部分を十分な精度で撮像すること
が出来ないケースが幾つも存在することが明らかとなった。その原因について本発明者が
更なる検討を加えたところ、角膜内皮及び角膜上皮の曲率半径には個人差が存在しており
、この個人差の程度が、特許文献１，２に記載の補正方法では、撮影精度に影響を及ぼす
程に大きい場合があるということがわかった。特に、着目すべきところは、特に角膜内皮
の撮像が必要とされる被検者は、一般の全ての人を対象とするべきでなく、眼疾患を持つ
者や眼の手術後の経過観察が必要とされる者が多いという事実であり、そのような者にお
いては、角膜内皮及び角膜上皮の曲率が大きくばらつくことが多い点に着目しなければな
らないという点である。
【００１２】
　このような事実を考慮すると、確かに解剖学上の統計データからは角膜内上皮の曲率半
径の個人差が撮影精度に問題とならない程の大きさであるとして予め設定した補正量を採
用する、前述の特許文献１，２に記載の角膜撮影装置では、実際の現場での使用に際して
、補正量が不適切となって、結局、検者が撮影位置を微調節することが必要となることが
比較的に多くなるのであり、その意味において、これら先行の特許文献１，２に記載の角
膜撮影装置は、半自動のアライメント機構を備えた撮影装置に止まると言わざるを得ない
のである。
【００１３】
　そこで、このような問題に対処するために、本出願人は、先に、特願２００７－０２８
０３９号（特許文献３）において、改善された角膜撮影装置を提案した。この先願に係る
角膜撮影装置は、角膜上皮の鏡面反射光でＸＹアライメントを行った後、角膜上皮の撮像
を行い、得られた角膜上皮像の光学情報を解析利用することにより、角膜上皮に対して行
ったＸＹアライメント位置から角膜内皮撮像に適したＸＹアライメント位置に至るＸＹ補
正量を求めるものである。
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【００１４】
　従って、かかる本出願人の先願である特許文献３に記載の角膜撮影装置においては、従
来技術である特許文献１，２に記載の角膜撮影装置のように被検者の支軸の方向に応じて
単に所定位置にＸＹアライメント補正を行うものに比して、個々の被検者の角膜形状等に
対応してＸＹアライメント補正を行うことが出来るだけでなく、そのＸＹアライメント補
正を自動的に行うことが可能となって、検者の労力が大幅に軽減され得る。
【００１５】
　而して、その後、本発明者が更なる研究と実験等を重ねた結果、上記特許文献３で提案
した角膜撮影装置よりも一層安定して角膜周辺内皮の撮像を行うことが出来る、基本的な
技術思想を根底から異ならせた、新規な構造の角膜撮影装置および角膜撮影方法を発明す
るに至ったのである。
【００１６】
【特許文献１】特許第２８１２４２１号公報
【特許文献２】特許第３３３８５２９号公報
【特許文献３】特願２００７－０２８０３９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　ここにおいて、本発明は上述の如き事情を背景として為されたものであって、角膜周辺
内皮の撮像を行うに際して従来の半自動型のＸＹアライメント補正機構を備えた前述の特
許文献１，２に記載の角膜撮影装置の存在下、本出願人は、先に、新規な自動型のＸＹア
ライメント補正機構を与える角膜撮影装置を先願（特許文献３）において新たに提案した
のであるが、ここにきて、かかる先願（特許文献３）に記載の角膜撮影装置よりも尚一層
、角膜周辺内皮の撮影を行うに際してのＸＹアライメント補正を安定して精度良く行うこ
とが出来、それによって、実際の使用現場において検者および被検者の負担をより一層軽
減して速やかな撮像を可能と為し得る、更に改良された角膜撮影装置を提供することを、
本発明の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　以下、前述の如き課題を解決するために為された本発明の態様を記載する。なお、以下
に記載の各態様において採用される構成要素は、可能な限り任意の組み合わせで採用可能
である。
【００１９】
　すなわち、角膜内皮撮影装置に関する本発明の特徴とするところは、（Ａ）スリット光
束を被検眼に対して斜めから照射する照明光源を備えた照明光学系と、（Ｂ）前記スリッ
ト光束による前記被検眼の角膜からの反射光束を受光して角膜内皮像を撮像する光電素子
を備えた角膜撮像光学系と、（Ｃ）前記照明光学系及び前記角膜撮像光学系を、全体とし
て、前記被検眼への接近／離隔方向となるＺ方向に移動させるＺ方向駆動手段と、（Ｄ）
前記照明光学系及び前記角膜撮像光学系を、全体として、Ｚ方向に直交するＸＹ方向に移
動させるＸＹ方向駆動手段と、（Ｅ）前記照明光学系及び前記角膜撮像光学系をＺ方向に
移動させるに際して、該照明光学系及び該角膜撮像光学系の該被検眼に対するＺ方向での
光学的な相対位置を検出するＺ方向位置観察用受光素子と、（Ｆ）前記被検眼に向けてＸ
Ｙアライメント用の指標光を正面から照射するＸＹアライメント指標光照射手段と、（Ｇ
）該ＸＹアライメント指標光照射手段による指標光の前記被検眼の角膜上皮による正面反
射光を受光するＸＹアライメント受光素子と、（Ｈ）前記被検眼の視軸を正面に対して傾
斜した複数方向に選択的に向けさせる周辺固視標と、（Ｉ）該周辺固視標により前記被検
眼の視軸が傾斜方向に向けられた状態下で、前記Ｚ方向位置観察用受光素子による検出結
果に基づいて、前記Ｚ方向駆動手段により、前記照明光学系及び前記角膜撮像光学系を全
体として前記被検眼の角膜上皮に対する合焦位置を超えて角膜内皮に近づける方向に移動
させて位置決めするＸＹアライメント用のＺ方向位置制御手段と、（Ｊ）前記周辺固視標
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により前記被検眼の視軸が傾斜方向に向けられると共に前記角膜撮像光学系と前記Ｚ方向
位置観察用受光素子の少なくとも一方を用いて、前記ＸＹアライメント用のＺ方向位置制
御手段によって位置決めされた状態下で、ＸＹアライメント用の角膜内皮光学情報を取得
するＸＹアライメント用光学情報取得制御手段と、（Ｋ）該ＸＹアライメント用光学情報
取得制御手段で取得された前記角膜内皮光学情報を用いて、前記ＸＹアライメント受光素
子で検出される角膜上皮への直交軸に対する角膜内皮への直交軸のずれ量を考慮したＸＹ
方向の特定位置としてＸＹアライメント用基準位置を決定するＸＹアライメント用基準位
置決定手段と、（Ｌ）該ＸＹアライメント用基準位置決定手段によって決定された前記Ｘ
Ｙアライメント用基準位置の情報と、前記Ｚ方向位置観察用受光素子によって検出される
Ｚ方向での光学的な情報とに基づいて、前記照明光学系と前記角膜撮像光学系を前記被検
眼に対して相対位置制御せしめて、該角膜撮像光学系により該被検眼の角膜内皮像を撮像
する角膜内皮像撮像制御手段とを、備えていることを特徴とする角膜撮影装置にある。
【００２０】
　要するに、角膜撮像に際してのＸＹアライメント操作は、もともと、被検眼の上皮反射
を利用して検者が行うものであるという従来技術からの流れがあり、前述の特許文献１～
３に係る発明は、何れも、あくまでも角膜上皮反射光に基づいてＸＹアライメントを行う
という従来基本思想の枠から外れることのない技術思想に過ぎないものであったのである
。このような従来の技術思想は、角膜上皮が直接に外部から視認可能であることと、角膜
上皮の反射光をとらえることが角膜内皮の反射光をとらえることに比して光量が格段に大
きく容易であることに加えて、少なくとも角膜中央（視軸上）では角膜上皮と角膜内皮の
両直交軸（正面反射軸）が略一致する等の事実があり、それ故、角膜中央の撮影が多くを
占める角膜内皮撮像では、検者が角膜上皮の正面反射光を確認し、この角膜上皮の正面反
射光を基準にＸＹアライメントを実行するのが常だからである。
【００２１】
　ここにおいて、本願発明では、かくの如き従来からのＸＹアライメントの技術思想を全
く無視して、いきなり角膜内皮にてＸＹアライメントまで行ってしまおうという、全く新
規な技術思想に立脚するものであり、従来のものとは基礎を異にするＸＹアライメント技
術を確立するものである。
【００２２】
　而して、角膜内皮の光学的情報を利用してＸＹアライメントを行う本発明においては、
（１）前記先行特許文献１，２に記載の角膜撮影装置のように単に「固視標の位置（即ち
、被検者の視軸の方向）に対応して所定位置（即ち、定めてある（注：広辞苑）位置）に
ＸＹアライメントの補正量を設定する」ことを行うことなく、「被検者や固視標の位置が
変更される毎に、ＸＹアライメントの適正位置を個々に実測して演算して決定する」こと
を行うこととなるだけでなく、
（２）前記先願特許３で提案した角膜撮影装置のように角膜上皮の光学的情報から角膜内
皮のＸＹアライメントを推定的に決定することなく、角膜内皮の光学的情報から角膜内皮
のＸＹアライメントを直接的に決定することとなるのであり、
　それ故、本発明に係る角膜撮影装置では、
（ア）前記先行特許文献１，２に記載の角膜撮影装置とは異なり、個々の被検者の個人差
に起因する測定精度の低下を可及的に回避して、精度の良い角膜内皮像を安定して得るこ
とが可能となるのであって、それら先行特許文献１，２に記載の謂わば半自動式角膜撮影
装置とは異なり、真に検者および被検者の負担を軽減する自動撮影装置を実現せしめ得る
だけでなく、
（イ）先願特許３に記載の角膜撮影装置に比しても、角膜内皮の光学的情報を利用するこ
とで、角膜内皮撮像に際してのＸＹアライメントを、より一層高精度に行い得て、検者の
技量や経験の違い等にも拘わらずに目的とする角膜内皮撮像を容易且つ速やかに行い得る
のであり、それによって検者および被検者の負担が更に大きく軽減され得るのである。
【００２３】
　なお、本発明において、ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段で取得される角膜内
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皮光学情報としては、角膜撮像光学系により撮像されるＸＹアライメント用角膜内皮像の
光学的情報や、Ｚ方向位置観察用受光素子を用いて測定される角膜内皮からの反射光量の
検出値などが、何れも採用可能である。　
【００２４】
　ここにおいて、本発明においては、例えば次の構成が採用され得る。即ち、本発明では
、前記「ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段」において、前記ＸＹアライメント指
標光照射手段による前記ＸＹアライメント用指標光の前記被検眼の角膜上皮による前記正
面反射光の光軸上で前記角膜内皮光学情報を取得し、その得られた角膜内皮光学情報に基
づいて、前記ＸＹアライメント用基準位置決定手段により、前記視軸の傾斜方向に対応す
る所定のＸＹ方向線上で前記ＸＹアライメント用基準位置を決定する構成（態様ｉ）が、
採用可能である。
【００２５】
　このような態様ｉにおける構成としては、より具体的には、例えば、ＸＹアライメント
用指標光における被検眼の角膜上皮による正面反射光の光軸上で角膜撮像光学系を用いて
ＸＹアライメント用の角膜内皮像を撮像すると共に、得られたＸＹアライメント用角膜内
皮像について、その輝度レベルを光学的情報として入手し、取得画像中における予め設定
した輝度レベル値やコントラスト値の境界位置を演算で求め、その境界位置がＸＹアライ
メント用角膜内皮像のどのあたりに存在するかを解析して角膜内皮の曲率を推定すること
により、ＸＹアライメント用基準位置を決定する、即ち、ＸＹアライメント用基準位置が
ＸＹアライメント用指標光の被検眼の角膜上皮による正面反射光の光軸に対してＸＹ方向
にどれだけ外れた位置にあるかを推定する構成が、採用可能である。なお、ＸＹアライメ
ント用指標光における被検眼の角膜上皮による正面反射光の光軸は、角膜上皮への直交軸
となる。
【００２６】
　また、上述の態様ｉにおいては、ＸＹアライメント用指標光における被検眼の角膜上皮
による正面反射光の光軸に対するＸＹアライメント用基準位置の方向を決定するに際して
、例えば、採用する周辺固視標の位置、換言すれば被検眼の視軸の傾斜方向に対応して決
定することも可能であるが、その他、例えば、ＸＹアライメント用指標光の被検眼の角膜
上皮による正面反射光の光軸上で撮像して得られた上述のＸＹアライメント用角膜内皮像
について輝度レベル値やコントラスト値の分布状態（具体的には、例えば所定の輝度レベ
ル値の境界線を挟んで位置する輝度レベルの大きい部分と小さい部分の相対位置関係）等
に基づいて決定することも可能である。
【００２７】
　更にまた、上述の態様ｉにおいては、前記ＸＹアライメント用基準位置の決定後に、そ
の決定されたＸＹアライメント用基準位置に前記照明光学系及び前記角膜撮像光学系を移
動させて位置せしめると共に、かかるＸＹアライメント用基準位置に位置せしめた状態で
、再び、前記ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段によって前記角膜内皮光学情報を
取得して、得られた角膜内皮光学情報に基づいて該ＸＹアライメント用基準位置を検証す
るＸＹアライメント用基準位置検証手段を、採用することも可能である。
【００２８】
　このような検証手段を採用することにより、少ない光学的情報（例えば一枚のＸＹアラ
イメント用角膜内皮像など）に基づいてＸＹアライメント用基準位置を決定するに際して
も、その決定位置の信頼性と精度を確保することが可能となる。反対に言えば、高い信頼
性と精度を確保しつつ、少ない光学的情報からＸＹアライメント用基準位置を効率的に決
定することが可能となる。なお、検証は、例えば、ＸＹアライメント用基準位置に位置せ
しめた状態で撮像したＸＹアライメント用角膜内皮像において、その輝度レベルやコント
ラストの分布状態の値などを指標として行うことが可能である。
【００２９】
　そして、検証結果が妥当でなければ、再度、ＸＹアライメント用角膜内皮像等の角膜内
皮光学情報を取得を取得してＸＹアライメント用基準位置の決定を繰り返すことで対処で
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きる。なお、その場合には、例えば、ＸＹアライメント用指標光の被検眼の角膜上皮によ
る正面反射光の光軸からＸＹ方向に外れた位置で、ＸＹアライメント用角膜内皮像等の角
膜内皮光学情報を取得するようにしても良い。
【００３０】
　また、本発明においては、上述の如きＸＹアライメント用指標光の被検眼の角膜上皮に
よる正面反射光の光軸上で取得された角膜内皮光学情報を利用してＸＹアライメントを行
う他、例えば次の構成も採用することが出来る。即ち、本発明では、前記ＸＹアライメン
ト用光学情報取得制御手段が、前記視軸の傾斜方向に対応する所定のＸＹ方向に向けて、
前記照明光学系及び前記角膜撮像光学系を全体として前記ＸＹ方向駆動手段で駆動させる
と共に、かかる所定のＸＹ方向線上での複数箇所において前記角膜内皮光学情報を取得す
る構成（態様ｉｉ）が、採用可能である。
【００３１】
　このように複数の角膜内皮光学情報を取得して、それらの光学的情報を利用することに
より、単一のＸＹアライメント用の角膜内皮光学情報のみに基づいてＸＹアライメント用
基準位置を求める場合に比して、別のＸＹアライメント用角膜内皮光学情報を利用して検
証や再確認をする等して、目的とするＸＹアライメント用基準位置を、一層高い精度で決
定することが可能であり、それによって目的とする高精度な角膜内皮像をより安定して得
ることが可能となる。また、ＸＹ方向に移動させて撮像した複数の角膜内皮光学情報を相
互に比較し、ＸＹ方向の移動に伴う変化の度合いを解析することにより、角膜内皮の曲率
を求めて、ＸＹアライメント用基準位置を一層効率的に決定することも可能となる。
【００３２】
　さらに、このような所定のＸＹ方向線上での複数箇所で角膜内皮光学情報を取得する態
様ｉｉにおいては、例えば以下の（Ｉ）又は（ＩＩ）の構成が、併せて採用され得る。
（Ｉ）前記ＸＹアライメント用基準位置決定手段において、
　前記所定のＸＹ方向線上での前記ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段による前記
角膜内皮光学情報の取得を、予め設定された最終位置まで行って終了するようになってい
る構成。
（ＩＩ）前記ＸＹアライメント用基準位置決定手段において、
　前記ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段によって前記所定のＸＹ方向線上で前記
角膜内皮光学情報を取得する毎に、その取得した角膜内皮光学情報に基づいて順次に評価
し、その評価結果が予め設定された所定条件を満足することを確認して前記ＸＹアライメ
ント用基準位置を決定すると共に該角膜内皮光学情報の取得を終了するようになっている
構成。
【００３３】
　また、本発明においては、例えば、前記Ｚ方向位置観察用受光素子としてラインセンサ
を採用することが可能である。即ち、Ｚ方向位置観察用受光素子として、フォトダイオー
ドを用いてＺ軸方向での合焦の有無だけを検知するようにしても良いが、ラインセンサを
採用することでＺ軸方向において合焦に至る前後の位置までも把握することが可能となり
、Ｚ軸方向の合焦をより高精度に安定して行うことが可能となる。それ故、ＸＹアライメ
ント用角膜内皮光学情報の取得に際して、このラインセンサの出力を利用してＸＹアライ
メント用のＺ方向位置制御手段で、照明光学系及び前記角膜撮像光学系をＺ方向の所定位
置（角膜上皮への合焦位置を超えて角膜内皮に近づいた位置）に対して、より高精度に位
置決めすることが可能となるのである。
【００３４】
　なお、本発明におけるＺ方向位置観察用受光素子は、Ｚ方向での合焦状態を観察し得る
ものであれば良く、必ずしも角膜内皮の合焦位置を検出するものである必要はないし、勿
論、上述のラインセンサに限定されるものでない。具体的には、例えば上皮合焦位置だけ
を検出するものであっても良く、その場合には、上皮合焦位置に基づいて内皮合焦位置を
推定等することも出来る。（例えば、特開平６－６３０１８号公報や特開平８－７１０４
３号公報等に記載の周知技術を参照。）或いは、上述のＺ方向での連続的な撮像手段によ
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る撮像結果を採用することによっても、角膜上皮や角膜内皮への合焦状態などのＺ方向で
の位置観察を行うことが可能となる。
【００３５】
　そして、ＸＹ方向線上での複数箇所で角膜内皮光学情報を取得する前記態様ｉｉにおい
ては、次の態様が好適に採用され得る。　即ち、前記Ｚ方向位置観察用受光素子としてラ
インセンサを採用すると共に、前記ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段において、
該ラインセンサによりＸＹアライメント用の角膜内皮光学情報を取得し、該ＸＹアライメ
ント用光学情報取得制御手段において、該ラインセンサにおける内皮反射光の光量が最大
となる位置を前記ＸＹアライメント用基準位置として決定する構成（態様ｉｉｉ）が採用
可能である。
【００３６】
　このような態様ｉｉｉにおいては、ＸＹアライメント用の角膜内皮光学情報として、角
膜内皮の前後の情報を含むＺ方向での光量分布情報を得ることが出来る。　具体的には、
Ｚ方向で数百μｍの領域に亘って、反射光の光量分布情報を容易に取得することが可能で
ある。それ故、ＸＹアライメント用の角膜内皮光学情報を取得するに際して、被検眼に対
してＺ方向での位置設定精度が緩和されることとなり、装置の使用が容易となって検者や
被検者の労力や苦痛が一層軽減される。しかも、被検者各個人ごとの角膜の厚さのばらつ
き等によって角膜内皮反射光の検出位置がＺ方向に異なる場合でも、ＸＹアライメント用
の角膜内皮光学情報を安定して取得することが可能となる。
【００３７】
　特に、前述の如くＸＹアライメント用の角膜内皮光学情報として角膜内皮像を利用する
場合に比して、ＸＹアライメント用の角膜内皮光学情報としてラインセンサによって検出
された光量分布情報を利用する場合の方が、かかるＸＹアライメント用の角膜内皮光学情
報を取得する際における被検眼に対する装置のＺ方向での位置合わせ精度が、一般に軽減
され得る。
【００３８】
　なお、Ｚ方向位置観察用受光素子としてのラインセンサを用いてＸＹアライメント用の
角膜内皮光学情報を取得し、その結果に基づいてＸＹ方向における角膜内皮の正面反射光
の光軸位置を求めるに際しては、前述の如く複数位置で取得した角膜内皮光学情報に基づ
いてＸＹアライメント基準位置を決定する等の場合に、それら複数位置での角膜曲率変化
等によって発生するＺ方向変位に起因する誤差補正も、効率的に行うことが出来る。
【００３９】
　かかる誤差補正を行うに際しては、例えば、前記ＸＹアライメント用光学情報取得制御
手段において前記ラインセンサによりＸＹアライメント用の角膜内皮光学情報を取得する
のと併せて、該ラインセンサにより角膜上皮光学情報を取得し、該角膜上皮光学情報に基
づいて、前記照明光学系及び前記角膜撮像光学系の前記被検眼に対するＺ方向の相対位置
変化に起因する該角膜内皮光学情報における誤差の補正量を求める光学情報補正量演算手
段と、該光学情報補正量演算手段で求めた補正量により、前記ラインセンサで取得したＸ
Ｙアライメント用の角膜内皮光学情報を補正する光学情報補正実行手段とを、設けてなる
構成が、好適に採用される。
【００４０】
　或いは、かかる取得した角膜内皮光学情報の誤差補正に加えてまたはそのような誤差補
正に代えて、例えば次のようなＺ方向変位に起因する誤差補正の構成も採用され得る。即
ち、前記ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段において前記ラインセンサによりＸＹ
アライメント用の角膜内皮光学情報を取得するに際して、該ラインセンサにより角膜上皮
光学情報を取得し、該角膜上皮光学情報に基づいて、前記照明光学系及び前記角膜撮像光
学系の前記被検眼に対するＺ方向の相対位置変化量を求めるＺ方向変化量演算手段と、該
Ｚ方向変化量演算手段で求めたＺ方向の相対位置変化量を補正量として、前記照明光学系
及び前記角膜撮像光学系を前記被検眼に対してＺ方向に相対位置補正するＺ方向位置補正
実行手段とを、設けてなる構成が、好適に採用される。即ち、このようなＺ方向位置補正
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実行手段では、例えば、被検眼に対して光学系をＸＹ方向に相対移動させて角膜内皮反射
光を検出するに際して、角膜上皮反射光の位置（例えば角膜上皮反射光の最大値の位置）
がラインセンサ上で一定の基準範囲内に位置するように、かかる光学系を被検眼に対して
Ｚ方向で位置補正することにより、Ｚ方向のずれ量が所定の値以上となって測定誤差が大
きくなり過ぎることを回避できる。
【００４１】
　特に、前者の取得した角膜内皮光学情報の誤差補正機構によれば、Ｚ方向位置合わせ誤
差があった場合にも、照明光学系や角膜撮像光学系を被検眼に対してＺ方向で再位置決め
操作することなく、速やかに且つ精度の良い角膜内皮光学情報を取得することが可能とな
る。
【００４２】
　また、後者の光学系に対するＺ方向位置補正機構によれば、角膜内皮光学情報を取得す
る各位置において、角膜内皮光学情報を取得する前に、照明光学系や角膜撮像光学系を被
検眼に対してＺ方向で高精度に位置決めすることが可能となり、ＸＹアライメント用光学
情報取得手段によって高精度な角膜内皮光学情報を安定して直接に取得することが可能と
なる。
【００４３】
　そして、特に前者の角膜内皮光学情報の誤差補正機構は、比較的に小さなＺ方向の位置
ずれに対して有利であると共に、後者の光学系に対するＺ方向位置補正機構は、比較的に
大きなＺ方向の位置ずれに対しても対応することが可能となる。それ故、これら両方の補
正機構を適宜に採用したり併用することも出来る。
【００４４】
　なお、前者の角膜内皮光学情報の誤差補正機構を採用するに際しては、Ｚ方向の位置ず
れに際してのラインセンサにおける角膜上皮の反射光量の変化と角膜内皮の反射光量の変
化との相関関係を知ることが必要となるが、この相関関係は、例えば、実験又は試行によ
り或いは統計的に求めておくことが出来る。特に、両者間の相関関数を求めておくことに
より、補正量の演算処理を一層速やかに行うことが出来る。
【００４５】
　また、ラインセンサによる角膜上皮の反射光量は、角膜内皮の反射光量に比して非常に
大きいことから、角膜上皮の反射光量がＺ方向の所定位置範囲に亘って飽和してしまい、
一定の反射光量の検出値を示すことがある。この場合には、ラインセンサの特性を予め考
慮して、かかる飽和検出値を示す領域では、補正を行わないようにして対処することが可
能である。
【００４６】
　更にまた、前述の如きラインセンサを利用した内皮反射光の光量の測定においては、被
検眼に赤外光束を照射して、その反射光量を測定することも可能である。このような構成
を採用することにより、被検者の負担の増大を抑えつつ、ＸＹアライメント用の角膜内皮
光学情報を有利に取得することが出来る。また、本態様においては、ＸＹアライメント用
の角膜内皮光学情報の取得が、Ｚ方向位置観察用受光素子として用いられるラインセンサ
を利用して行われることから、構造の複雑化を防ぎつつ、高精度なＸＹアライメントを行
うことが可能とされている。
【００４７】
　また、本発明においては、例えば次の構成を採用することも可能である。即ち、本発明
では、前記角膜内皮像撮像制御手段において、前記照明光学系及び前記角膜撮像光学系を
前記被検眼に対してＺ方向で相対移動させつつ、該Ｚ方向線上の複数箇所において連続的
に前記角膜内皮像を撮像するようになっている構成（態様ｉｖ）を採用することが出来る
。
【００４８】
　この態様ｉｖのようにＺ方向線上で複数の角膜内皮像を取得することにより、それら複
数の角膜内皮像から最良の像を選択することが出来るのであり、その結果、Ｚ方向での合
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焦が安定して行われ得て、目的とする高精度な角膜内皮像を一層安定して得ることが可能
となる。なお、連続的に撮像する構成は、光学系を被検眼に対して連続走行させつつ撮像
する場合と、光学系を被検眼に対して所定距離ずつ段階的に移動させながら撮像する場合
との、何れも含む。
【００４９】
　また、かかる態様ｉｖにおいては、以下の構成を併せて採用することが出来る。即ち、
態様ｉｖにおいては、Ｚ方向線上の複数箇所における連続的な前記角膜内皮像の撮像に際
し、撮像と撮像の間を利用して、前記ＸＹアライメント指標光照射手段と前記ＸＹアライ
メント受光素子とによる前記角膜上皮による正面反射光の受光を行って該角膜上皮への直
交軸を求めると共に、かかる角膜上皮への直交軸を参酌して前記ＸＹ方向駆動手段を制御
し、前記ＸＹアライメント用基準位置決定手段で決定された前記ＸＹアライメント用基準
位置に前記照明光学系及び前記角膜撮像光学系を位置せしめるように位置補正するＸＹア
ライメント補正制御手段を設けた構成が、好適に採用される。
【００５０】
　このような構成を併せて採用した態様ｉｖにおいては、観察容易な角膜上皮の正面反射
光の光軸を基準軸として、ＸＹアライメント用基準位置に対して照明光学系及び角膜撮像
光学系を位置合わせすることが出来るのであり、一度、ＸＹアライメント用基準位置を決
定してしまえば、その後は、例えば複数枚の角膜内皮像の撮像するに際しても、角膜上皮
の正面反射光の光軸さえ観察できれば、適宜、照明光学系及び角膜撮像光学系をＸＹアラ
イメント用基準位置に位置合わせする補正調節を繰り返し行うことが容易となる。
【００５１】
　さらに、角膜撮影方法に関する本発明は、被検眼の角膜内皮の周辺部分を撮像するに際
して、（ａ）ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段により角膜内皮光学情報を取得し
、（ｂ）この角膜内皮光学情報を用いて前記被検眼の角膜内皮への直交軸を求め、かかる
直交軸をＸＹアライメント用基準位置として決定し、（ｃ）このＸＹアライメント用基準
位置が角膜撮像光学系の撮像中心となるように、前記角膜内皮の直交軸に対して直交する
ＸＹ方向において該角膜撮像光学系を前記被検眼に対して相対位置合わせし、（ｄ）かか
るＸＹ方向での相対位置合わせ状態下で、前記被検眼の角膜内皮の周辺部分を前記角膜撮
像光学系で撮像することを、特徴とする。
【００５２】
　このような本発明方法に従えば、角膜内皮を直接に得られたしたデータ（ＸＹアライメ
ント用の角膜内皮光学情報）を利用して、角膜内皮への直交軸を求めることが出来ること
から、ＸＹ方向において、被検眼における角膜内皮への直交軸上に角膜撮像光学系を高精
度に位置合わせすることが出来るのであり、それにより、目的とする角膜内皮の周辺部分
の像を安定して精度良く撮像することが可能となるのである。
【００５３】
　なお、本発明方法においては、以下の構成が併せて採用され得る。即ち、本発明方法で
は、（ｅ）前記角膜撮像光学系を前記被検眼に対して接近／離隔するＺ方向に移動させつ
つ連続的に複数枚の角膜内皮像を撮像すると共に、（ｆ）前記被検眼の角膜内皮への直交
軸を、前記被検眼の角膜上皮への直交軸を基準とするＸＹ方向へのずれ量であるＸＹアラ
イメント用基準位置として求めて、（ｇ）かかる複数枚の角膜内皮像の撮影の間に、前記
被検眼の角膜上皮への直交軸を検出すると共に、この検出した角膜上皮への直交軸に対し
て前記角膜撮像光学系を前記ＸＹアライメント用基準位置となるようにＸＹ方向で相対位
置合わせする構成が、採用可能である。
【００５４】
　そして、このような構成（ｅ）～（ｇ）を、前記構成（ａ）～（ｄ）と組み合わせて採
用することにより、目的とする角膜内皮の周辺部分の像を、より確実に得ることが可能と
なるのである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
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　以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施形態について、図面を
参照しつつ、詳細に説明する。
【００５６】
　先ず、図１に、本発明の第一の実施形態としての角膜撮影装置を示す。なお、本図では
、構成を判り易くするために、筐体等を除いた状態での装置光学系１０として、角膜撮影
装置を示す。
【００５７】
　かかる装置光学系１０は、被検眼Ｅの前眼部を観察する観察光学系１２を挟んで、一方
の側に照明光学系としての撮像照明光学系１４および位置検出光学系１６が設けられ、他
方の側に位置検出照明光学系１８および角膜撮像光学系としての撮像光学系２０が設けら
れた構造とされている。
【００５８】
　観察光学系１２は、被検眼Ｅに近い位置から順にハーフミラー２２、対物レンズ２４、
ハーフミラー２６、コールドミラー２７、および光電素子としてのＣＣＤ２８が光軸Ｏ１
上に設けられて構成されている。また、被検眼Ｅの前方には、複数（本実施形態において
は、２つ）の観察用光源３０，３０が配設されている。観察用光源３０，３０は、赤外光
束を発する例えば赤外ＬＥＤなどが用いられる。そして、コールドミラー２７は、赤外光
を透過せしめる一方、可視光を反射するようにされており、観察用光源３０，３０から発
せられて被検眼Ｅの前眼部で反射された反射光束が、対物レンズ２４およびコールドミラ
ー２７を通して、ＣＣＤ２８上で結像されるようになっている。
【００５９】
　撮像照明光学系１４は、被検眼Ｅに近い位置から順に投影レンズ３２、コールドミラー
３４、スリット３６、集光レンズ３８、撮像用光源４０が設けられて構成されている。照
明光源としての撮像用光源４０は可視光束を発する例えばＬＥＤ等が用いられる。コール
ドミラー３４は、赤外光を透過せしめる一方、可視光を反射するようにされている。そし
て、撮像用光源４０から発せられた光束は、集光レンズ３８およびスリット３６を通して
スリット光束とされて、コールドミラー３４により反射された後に投影レンズ３２を通し
て、角膜Ｃに対して斜め方向から照射されるようになっている。
【００６０】
　位置検出光学系１６は、その光軸の一部が撮像照明光学系１４の光軸と一致せしめられ
ており、被検眼Ｅに近い位置から順に投影レンズ３２、コールドミラー３４、Ｚ方向位置
観察用受光素子としてのラインセンサ４４が設けられて構成されている。そして、後述す
る位置検出用光源５４から照射されて角膜Ｃで反射された光束が、投影レンズ３２、コー
ルドミラー３４を通して、ラインセンサ４４上に結像されるようになっている。
【００６１】
　一方、位置検出照明光学系１８は、被検眼Ｅに近い位置から順に対物レンズ４６、コー
ルドミラー４８、集光レンズ５２、および位置検出用光源５４が設けられて構成されてい
る。位置検出用光源５４は、例えば赤外ＬＥＤなどの赤外光源が好適に採用される。そし
て、位置検出用光源５４から発せられた赤外光束が、角膜Ｃに対して斜めから照射される
ようになっている。なお、位置検出用光源５４は、例えばハロゲンランプや可視光ＬＥＤ
などの可視光源と赤外フィルタを組み合わせることによって構成しても良い。但し、位置
検出用光源５４は、必ずしも赤外光源とされる必要は無く、ハロゲンランプや可視光ＬＥ
Ｄなどの可視光源を用いても良い。可視光源を用いる場合には、その照度は撮像用光源４
０の照度よりも小さくされることが好ましい。これにより、アライメント等、位置検出用
光源５４による光束を照射せしめる際の被検者の負担を軽減することが出来る。
【００６２】
　角膜撮像光学系としての撮像光学系２０は、その光軸の一部が位置検出照明光学系１８
の光軸と一致せしめられており、被検眼Ｅに近い位置から順に対物レンズ４６、コールド
ミラー４８、スリット５６、変倍レンズ５８、合焦レンズ６０、コールドミラー２７、Ｃ
ＣＤ２８が設けられて構成されている。そして、撮像用光源４０から照射されて角膜Ｃで
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反射された光束が、対物レンズ４６を介してコールドミラー４８で反射された後に、スリ
ット５６によって平行光束とされて、変倍レンズ５８、合焦レンズ６０を介して、コール
ドミラー２７で反射されて光電素子としてのＣＣＤ２８上に結像されるようになっている
。
【００６３】
　また、観察光学系１２上に設けられるハーフミラー２２は、中央固視標光学系６４、ア
ライメント光学系６６の一部を構成している。
【００６４】
　中央固視標光学系６４は、被検眼Ｅに近い位置から順にハーフミラー２２、投影レンズ
６８、ハーフミラー７０、ピンホール板７２、中央固視標光源７４が設けられて構成され
ている。中央固視標光源７４は例えばＬＥＤなどの可視光を発する光源であり、中央固視
標光源７４から発せられた光束は、ピンホール板７２、ハーフミラー７０を透過した後、
投影レンズ６８によって平行光束とされて、ハーフミラー２２によって反射されて被検眼
Ｅに照射される。
【００６５】
　アライメント光学系６６は、被検眼Ｅに近い位置から順にハーフミラー２２、投影レン
ズ６８、ハーフミラー７０、絞り７６、ピンホール板７８、集光レンズ８０、アライメン
ト光源８２が設けられて構成されている。アライメント光源８２からはＸＹアライメント
用の指標光としての赤外光が発せられるようになっており、かかる赤外光は集光レンズ８
０により集光されてピンホール板７８を通過し、絞り７６に導かれる。そして、絞り７６
を通過した光はハーフミラー７０に反射されて、投影レンズ６８によって平行光束とされ
た後に、ハーフミラー２２によって反射されて被検眼Ｅに照射される。このような被検眼
Ｅに対する光束の照射機構によってＸＹアライメント指標光照射手段が構成されている。
【００６６】
　また、観察光学系１２上に設けられたハーフミラー２６は、ＸＹアライメントのための
アライメント検出光学系８４の一部を構成している。
【００６７】
　アライメント検出光学系８４は、被検眼Ｅに近い位置から順にハーフミラー２６、位置
検出可能なアライメント検出センサ（プロファイルセンサ）８８が設けられて構成されて
いる。そして、アライメント光源８２から照射されて、被検眼Ｅの正面視となる、観察光
学系１２の光軸Ｏ１上で被検眼Ｅの角膜Ｃに対して投射されるようになっており、角膜Ｃ
で鏡面反射された光束が、そのままアライメント光源８２からの照射光と同じ光軸Ｏ１上
においてハーフミラー２６で反射されて、ＸＹアライメント受光素子としてのアライメン
ト検出センサ８８に導かれるようになっている。
【００６８】
　さらに、被検眼Ｅの前方には、上述の各光学系の光路に影響を与えない位置で、被検眼
Ｅの正面視軸に一致する観察光学系１２の光軸Ｏ１の周りにおいて、複数個の周辺固視標
としての固視灯８９が、適当な方向に配設されている。具体的には、これらの固視灯８９
は、例えば、図２に示すように、時計目盛りを想定した場合の上方０時と下方６時、それ
と左右等分各２つの２時，４時，８時，１０時の各位置に対応する計６個の固視灯８９ａ
，８９ｂ，８９ｃ，８９ｄ，８９ｅ，８９ｆが、光軸Ｏ１を中心軸とする一つの円周上で
等分に設置される。各固視灯８９としては、被検者が視認できるように、例えば可視光Ｌ
ＥＤなどが用いられる。
【００６９】
　これら複数の固視灯８９ａ～ｆは、角膜Ｃの周辺部分を撮像するに際して択一的に選択
されて点灯されるようになっており、点灯された何れか一つの固視灯８９を被検者に固視
させることにより、角膜Ｃにおける特定の周辺部分を、スリット光束が照射されて角膜撮
像光学系で撮像される部位、換言すれば観察光学系１２の光軸Ｏ１上に位置設定せしめ得
るようになっている。
【００７０】



(15) JP 5026134 B2 2012.9.12

10

20

30

40

50

　このような構造とされた装置光学系１０は、例えば図３に示す角膜撮影装置１００に収
容されている。角膜撮影装置１００は、ベース１０２の上に本体部１０４が設けられてお
り、かかる本体部１０４の上にケース１０６が前後左右および上下動可能に設けられて構
成されている。ベース１０２には、電源装置が内蔵されていると共に、操作スティック１
０８が設けられており、かかる操作スティック１０８を操作してケース１０６を駆動せし
めることが出来るようにされている。また、本体部１０４には、後述する各制御回路など
が収容されていると共に、例えば液晶モニタなどからなる表示画面１１０が設けられてい
る。
【００７１】
　さらに、図４に示すように、角膜撮影装置１００には、ケース１０６を駆動せしめるこ
とによって、装置光学系１０を被検眼Ｅに対して接近乃至は離隔方向に移動せしめる駆動
手段が設けられている。これらの駆動手段は例えばラック・ピニオン機構などによって構
成されており、本実施形態においては、装置光学系１０を図４における鉛直上下方向のＸ
方向に駆動せしめるＸ軸駆動機構１１２、図４における紙面と垂直の水平Ｙ方向に駆動せ
しめるＹ軸駆動機構１１４、図４における左右方向の水平Ｚ方向（観察光学系１２の光軸
Ｏ１に沿った方向）に駆動せしめるＺ軸駆動機構１１６が設けられている。
【００７２】
　また、角膜撮影装置１００には、装置光学系１０による角膜像の撮像の作動制御を行う
撮像制御手段としての撮像制御回路１１７が設けられている。そして、Ｘ軸駆動機構１１
２、Ｙ軸駆動機構１１４、Ｚ軸駆動機構１１６は、それぞれ、撮像制御回路１１７に接続
されて、撮像制御回路１１７からの駆動信号に基づいて駆動せしめられるようにされてい
る。また、アライメント検出センサ８８は、ＸＹアライメント検出回路１１８に接続され
ており、かかるＸＹアライメント検出回路１１８は、撮像制御回路１１７に接続されてい
る。また、ラインセンサ４４は、Ｚアライメント検出回路１２０に接続されており、かか
るＺアライメント検出回路１２０は、撮像制御回路１１７に接続されている。これにより
、アライメント検出センサ８８およびラインセンサ４４の検出情報が、撮像制御回路１１
７に入力されるようになっている。なお、図示は省略するが、撮像制御回路１１７は、各
照明光源３０、４０、５４、７４、８２にも接続されており、これらの発光を制御出来る
ようにされている。
【００７３】
　さらに、角膜撮影装置１００には、ＣＣＤ２８が受像した画像が入力されて、かかる画
像を取捨選択する画像選択回路１２２が設けられていると共に、かかる画像選択回路１２
２によって選択された画像を記憶する記憶手段としての記憶装置１２４が設けられている
。
【００７４】
　次に、このような構造とされた角膜撮影装置１００において、撮像制御回路１１７が実
行する角膜内皮の撮像手順の概略を図５に示し、以降、順に説明する。
【００７５】
　なお、被検眼Ｅの角膜中央の内皮撮像を行う場合について、はじめに説明する。
【００７６】
　先ず、Ｓ１において、被検眼Ｅに対して、装置光学系１０のＸ方向およびＹ方向の位置
合わせ（ＸＹアライメント）を行う。かかるＸＹアライメント時には、中央固視標光源７
４から照射された固視標光が被検眼Ｅに導かれる。そして、被検者にかかる固視標光を固
視させることによって、被検眼Ｅの光軸方向を、観察光学系１２の光軸Ｏ１の方向と一致
させた正面視状態とすることが出来る。かかる状態下で、観察用光源３０、３０から照射
されて、被検眼Ｅの前眼部で反射された光束がＣＣＤ２８上に導かれる。これにより、図
６に示すように、表示画面１１０上に、被検眼Ｅの前眼部が表示される。なお、この場合
のＸＹアライメントは、正面視状態であるから角膜内皮と上皮の接線に対する法線方向（
曲率半径の延長線である中心軸（視軸）方向）は、同じになると考えられるから、角膜上
皮の反射光に基づいてＸＹアライメントを行うことで足りる（即ち、角膜内皮のＸＹアラ
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イメントを行うことが出来ると考えて良い）。
【００７７】
　さらに、表示画面１１０上には、例えばスーパーインポーズ信号などによって生成され
た、矩形枠形状のアライメントパターン１２５が、被検眼Ｅに重ねて表示される。それと
共に、アライメント光源８２から被検眼Ｅに向けて照射された光束が、被検眼Ｅの前眼部
で反射されて、ＣＣＤ２８に導かれることによって、表示画面１１０に、点状のアライメ
ント光１２６として表示されるようになっている。そして、操作者は操作スティック１０
８を操作することによって、装置光学系１０を駆動せしめて、アライメント光１２６がア
ライメントパターン１２５の枠内に入るように、装置光学系１０の位置を調節する。
【００７８】
　また、アライメント光源８２から照射されて、被検眼Ｅの前眼部（角膜上皮）で反射さ
れた光束の一部は、ハーフミラー２６で反射されて、アライメント検出センサ８８に導か
れるようになっている。なお、アライメント光源８２からは被検者に認識されない赤外光
束が照射されることによって、被検者の負担が軽減されている。ここにおいて、アライメ
ント検出センサ８８は、アライメント光１２６がアライメントパターン１２５の枠内に入
ると、アライメント光１２６のＸ方向の位置とＹ方向の位置を検出することが出来るよう
にされている。かかるＸ方向位置とＹ方向位置は、ＸＹアライメント検出回路１１８に入
力される。ＸＹアライメント検出回路１１８は、Ｘ方向の位置情報に基づいて観察光学系
１２の光軸Ｏ１が被検眼Ｅの光軸に近づくようにＸ軸駆動機構１１２を駆動すると共に、
Ｙ方向の位置情報に基づいて観察光学系１２の光軸Ｏ１が被検眼Ｅの光軸に近づくように
Ｙ軸駆動機構１１４を駆動せしめる。これにより、装置光学系１０の被検眼Ｅに対するＸ
Ｙ方向の位置合わせが行われる。このことから明らかなように、本実施形態においては、
Ｘ軸駆動機構１１２とＹ軸駆動機構１１４とを含んで、ＸＹ方向駆動手段が構成されてい
る。
【００７９】
　なお、後述するように、かかるＸＹアライメントは、撮像中も適宜のタイミングで実施
される。また、特に本実施形態においては、アライメント光源８２と観察用光源３０，３
０を短時間で交互に点滅せしめると共に、観察用光源３０が消灯されてアライメント光源
８２が点灯されるタイミングに合わせて、アライメント検出センサ８８による検出が行わ
れるようになっている。これにより、ＸＹアライメントに際して観察用光源３０，３０の
赤外光束が影響を与えることの無いようにされている。なお、アライメント光源８２と観
察用光源３０，３０の点滅はＣＣＤ２８における受光信号への変換速度よりも高速に行わ
れることから、ＣＣＤ２８の受光信号が出力される表示画面１１０には、両光源８２，３
０が点滅して認識されることはなく、恰も両光源８２，３０が連続して点灯しているよう
に認識される。
【００８０】
　次に、Ｓ２において、Ｚ軸駆動機構１１６を駆動せしめて、装置光学系１０を、被検眼
Ｅに対して接近する方向に所定距離だけ前進作動せしめる。そして、位置検出用光源５４
を発光せしめて、位置検出用光源５４から照射された赤外光束を、被検眼Ｅの角膜Ｃに対
して斜め方向から照射すると共に、角膜Ｃから反射された光束を、ラインセンサ４４によ
って受光する。特に本実施形態においては、位置検出用光源５４から照射される光束が赤
外光束とされていることから、被検者の負担が軽減されている。
【００８１】
　そして、かかる反射光束が、ラインセンサ４４に検出されて、このラインセンサ４４に
より光量分布信号が検出される。かかる光量分布信号に基づいて角膜上皮の合焦位置が検
出されると共に、かかる検出位置を基準として、撮像制御回路１１７は、Ｚ軸駆動機構１
１６を駆動せしめて、所定の距離だけ装置光学系１０を被検眼Ｅに対する接近方向に前進
駆動せしめる。即ち、ラインセンサ４４の検出信号に基づいて、装置光学系１０における
合焦位置が、Ｚ方向において、角膜Ｃにおける内皮細胞よりも後方に所定距離だけ離れた
位置になるように装置光学系１０が前進駆動せしめられるのである。そして、かかる角膜
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上皮から所定距離だけ後方の位置が、装置光学系１０の反転位置とされる。なお、このこ
とから明らかなように、本実施形態においては、Ｚ軸駆動機構１１６を含んでＺ方向駆動
手段が構成されていると共に、撮像制御回路１１７を含んでＺ方向位置制御手段が構成さ
れている。
【００８２】
　なお、ここにおいてラインセンサ４４は、Ｚ方向において角膜内皮への合焦位置を検出
するものでないことから、即ち角膜内皮への合焦位置を超えたことを確認するだけである
から、ラインセンサ４４の出力に基づく装置光学系１０の前進作動に際してのＺ方向位置
制御（反転位置の決定）は、安定して行われ得る。また、かくの如き前進方向への移動距
離は、例えば角膜上皮のＺ方向での合焦位置から前方に１０００～１５００μｍの範囲内
で適宜に設定される。
【００８３】
　次に、装置光学系１０が反転位置に位置せしめられると、Ｓ３において、Ｚ軸駆動機構
１１６が反対方向に駆動せしめられて、装置光学系１０はＺ軸上で被検眼Ｅから離隔する
方向に後退作動せしめられる。なお、装置光学系１０の移動速度は、前進および後進の何
れにおいても、適当な移動位置毎に適当に異ならせて設定することが可能である。
【００８４】
　さらに、Ｓ４において、反転位置から所定距離だけ後退作動せしめられた時点から、観
察用光源３０，３０を消灯せしめると共に、撮像用光源４０の発光を開始する。また、撮
像用光源４０は、所定の短い間隔で点滅発光せしめられており、かかる撮像用光源４０が
消灯せしめられたタイミングで、前記Ｓ１におけるＸＹアライメントが同時に行われるよ
うになっている。なお、このＸＹアライメントは、前述のとおり、観察用光源３０の消灯
とアライメント光源８２の点灯のタイミングに合わせてアライメント検出センサ８８で角
膜上皮反射光を検出し、この検出結果に基づいて行われる。
【００８５】
　そして、Ｓ５において、ＣＣＤ２８によって角膜Ｃの内皮細胞からの反射光が所定のレ
ベルで検出された時点から、ＣＣＤ２８によって検出される角膜内皮像の連続的撮像が開
始される。かかる連続的撮像は、所定の時間間隔（例えば、１／３０秒）ごとにＣＣＤ２
８によって受像された撮影像（画像）を画像選択回路１２２に入力することによって行わ
れる。これにより、時間と位置が異ならされた複数の角膜像が画像選択回路１２２に入力
される。そして、かかる連続的撮像と共に、画像選択回路１２２によって、入力された画
像の取捨選択および記憶装置１２４への記憶が行われるようになっている。
【００８６】
　なお、画像選択回路１２２における画像の取捨選択方法としては、例えば、ＣＣＤ２８
によって取得された画像における複数本の水平線上の各画素の輝度値を取得し、それらの
値を利用して画像のコントラストを判定することによって、角膜内皮細胞像が有効に得ら
れた画像のみを取捨選択すること等が可能である。
【００８７】
　そして、角膜内皮細胞の合焦位置を含む十分な距離（即ち、合焦位置を超えた距離）だ
け後退移動させたあと、Ｓ６において、後退作動を停止すると共に、撮像用光源４０を消
灯して、撮像を終了する。
【００８８】
　次に、被検眼Ｅの角膜周辺部分の内皮撮像を行う場合について説明する。なお、かかる
角膜周辺部分の内皮撮像の作動は、上述の角膜中央部分の内皮撮像を行う場合に比して、
実質的には、Ｓ１～Ｓ２における作動が異なるだけで実行され得ることから、ここでは、
かかるＳ１～Ｓ２での作動だけを、それらの工程に相当するステップを示す図７を参照し
つつ説明する。
【００８９】
　すなわち、角膜周辺部分の内皮撮像の開始後、先ず、ステップＱ１において、何れか一
つの周辺固視灯８９だけを選択し、点灯する。検者は、被検者に対して、点灯した固視灯
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８９を固視するように指示する。これにより、被検眼Ｅの視軸を、中央固視標光学系６４
で規定される正面視状態の視軸：Ｏ１に対して、選択された一つの周辺固視灯８９に対応
した特定の方向に向けて特定の角度だけ傾斜した状態に固定的に設定する。
【００９０】
　次に、ステップＱ２で、前記ステップＳ１におけるＸＹアライメントと略同じ処理を行
って、（仮）ＸＹアライメントを実行する。即ち、先ず、アライメント光源８２から被検
眼Ｅに対して照射されたアライメント光１２６が被検眼Ｅの角膜上皮により反射せしめら
れると共に、かかる角膜上皮による正面反射光のＸＹ位置がアライメント検出センサ８８
により検出されて、ＸＹアライメント検出回路１１８に入力される。かかるＸＹ位置情報
に基づいて、観察光学系１２の光軸Ｏ１が、被検眼Ｅの角膜上皮による正面反射光の光軸
に位置合わせされることにより、（仮）ＸＹアライメントが実行されるのである。なお、
ここで（仮）と表したのは、既知のとおり、被検眼の視軸を傾斜させた状態では、角膜上
皮と角膜内皮の曲率半径が異なることに起因して、角膜上皮は、光軸Ｏ１との交点で光軸
Ｏ１と直交して、光軸Ｏ１上で投射されるＸＹアライメント用のアライメント光源８２か
らの光を同一光軸Ｏ１上に正面反射するが、撮像対象となる角膜内皮は、光軸Ｏ１との交
点で光軸Ｏ１と直交していないが故に、光軸Ｏ１上で投射されるＸＹアライメント用のア
ライメント光源８２からの光を同一光軸Ｏ１上には鏡面反射しないことによる。即ち、上
述の（仮）ＸＹアライメントは、主に角膜上皮（周辺部分）による正面反射光軸に対する
アライメントであって、撮像対象である角膜内皮の反射光軸に対する正確なＸＹアライメ
ント状態と言い難いからである。
【００９１】
　続いて、ステップＱ３で、前進作動処理を行う。なお、このステップＱ３で前進作動処
理を開始し、後述するステップＱ９でＸＹアライメントを完了するまでの工程で、前述の
ステップＳ２の前進作動を完了することとなる。即ち、先ずステップＱ３で、Ｚ軸駆動機
構１１６により装置光学系１０を被検眼Ｅに接近する方向に前進作動せしめると共に、位
置検出用光源５４から照射された赤外光束の反射光をラインセンサ４４によって受光する
。この情報はＺアライメント検出回路１２０に入力されて、装置光学系１０の撮像光学系
２０におけるＺ方向での位置が検出される。特に本実施形態では、ラインセンサ４４の出
力パターンに基づいてかかる位置検出を行う。
【００９２】
　なお、このラインセンサ４４の出力パターンに基づく位置の検出は、例えば特公平７－
１２１２５５号公報等に記載されているように周知の技術であるから、ここでは詳細な説
明を省略する。尤も、特に本実施形態では、ラインセンサ４４の出力パターンに基づいて
、高度な精度が要求される内皮撮像のための内皮合焦を行うものでなく、後述するように
、連続撮像を採用することによってラインセンサ４４の検出結果に基づく内皮合焦を不要
としている。
【００９３】
　また、本実施形態では、ラインセンサ４４による検出結果に基づいて、Ｚ軸駆動機構１
１６により装置光学系１０のＺ方向位置を調整せしめるのであるが、ここにおいて、本実
施形態では、ラインセンサ４４により角膜上皮細胞の合焦位置を検出すると共に、装置光
学系１０における撮像光学系２０の合焦位置が、被検眼Ｅの角膜上皮細胞に対する合焦位
置を越えて、例えば、角膜上皮細胞の合焦位置から角膜内皮側へ５００μｍ近づいた位置
になるよう、装置光学系１０のＺ方向位置を設定する。なお、装置光学系１０を被検眼Ｅ
の角膜上皮細胞に合焦するポイントを超えて角膜内皮側に近づける具体的な距離設定は、
例えば解剖学の統計値から上述のように予め固定的に設定しても良いが、その他、上述の
ラインセンサ４４の検出結果から、角膜内皮の合焦位置を目標として距離設定することが
出来、それによって個人差を問題とすることなく対応することが可能となる。
【００９４】
　かかる位置設定後に、ステップＱ４～Ｑ６のループ作動に基づき、図８に示されるよう
に、Ｐ０として示された（仮）ＸＹアライメント位置から、装置光学系１０を被検者の注
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視方向に対応した特定のＸＹ方向に向けて所定距離ずつ移動せしめたＰ１，Ｐ２，Ｐ３・
・・において、それぞれ、位置検出用光源５４から照射された赤外光束の反射光をライン
センサ４４によって受光して、ＸＹアライメント用の角膜内皮光学情報としての光量分布
情報を複数回取得する。　その後、最終的に予め設定された最終到達位置Ｐend に到達し
た時点で光量分布情報の取得を終了する。
【００９５】
　ここにおいて、図９に、ラインセンサ４４により検出される光量分布の説明図を示す。
図９において、光量の最も多い第一ピーク部１２８は、角膜上皮からの反射光を示す。次
に光量の多い第二ピーク部１３０は、角膜内皮からの反射光を示す。なお、実際の検出に
おいては、角膜上皮からの反射を示す部分は検出値が飽和した状態となるが、図９中では
便宜上山形のピークとして示されている。
【００９６】
　なお、図９において左側に破線で示されるグラフが、前述のステップＱ３におけるＺ方
向の位置合わせに使用される、装置光学系１０がＺ方向において角膜上皮合焦位置に設定
された地点におけるラインセンサ４４の検出結果である。　前述のステップＱ３において
、Ｚ方向において角膜上皮合焦位置からさらに５００μｍ内方へ前進駆動させることによ
り、ラインセンサ４４の検出結果は図９の右側に実線で示されるようなグラフに変化する
。左右のグラフの比較から明らかなように、本実施形態では、装置光学系１０を角膜上皮
合焦位置に合焦するポイントを超えて角膜内皮側に近づけることにより、後述するＸＹア
ライメント基準位置決定に用いられる角膜内皮による反射光量が、より良好に検出される
ようになっている。
【００９７】
　このようなＺ方向の位置合わせが前記ステップＱ３において行われた状態下において、
装置光学系１０を図８に示されるＰ１，Ｐ２，Ｐ３・・・の各地点へＸＹ方向に移動させ
ることにより、図９における第二ピーク部１３０として現れる角膜内皮の反射光量の検出
値が変化する。
【００９８】
　なお、ステップＱ５に従い、Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３・・・の各地点でラインセンサ４４によ
り取得される光量分布情報における内皮反射光量に関しては、以下に述べる検出値の補正
が好適に行われ得る。即ち、ステップＱ４～Ｑ６のループ作動に従い、装置光学系１０を
ＸＹ方向に移動せしめる過程において、角膜曲率や被検者の動き等に起因して、角膜内皮
に対する装置光学系１０のＺ方向の相対位置が変化してしまうことがある。このように角
膜内皮に対する装置光学系１０のＺ方向の相対位置にずれが生じると、装置光学系１０の
角膜内皮合焦位置（ステップＱ３で位置合せされた基準位置）からのずれ量に応じて、角
膜内皮反射の検出光量が減少してしまって、目的とする角膜内皮の反射光量の検出精度が
低下してしまう。そこで、このような望ましくないＺ方向変位に因る測定誤差を回避する
ために、以下の如き補正が好適に実施される。
【００９９】
　その補正の一つ（第一の補正）として、ラインセンサ４４によって検出された角膜内皮
の反射光量の値を直接に補正する方策が採用され得る。
【０１００】
　具体的には、先ず、図１０に示されている如き使用するラインサンサ４４における角膜
上皮反射光の受光特性に基づいて、角膜上皮反射光のピーク位置のＺ方向ずれ量と光量検
出値変化量との相関関係を求める。因みに、図１０に示された一具体例では、角膜上皮反
射光のピーク値が、角膜上皮の合焦位置からＺ方向の前後略１００μｍの領域に亘り略２
５０の輝度値に飽和していると共に、この飽和領域の両側には、Ｚ方向の前後各々で略２
００μｍの領域にわたり相関的に変化している。この相関関係は、下式１，２に示す一次
式で略近似することが出来る。
　　Ｃｏ＝ΔＺ／２＋２８０　（－２００≦ΔＺ≦－５０）・・・（式１）
　　Ｃｏ＝－ΔＺ／２＋２８０（５０≦ΔＺ≦２００）　　・・・（式２）
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　なお、上式１，２中、ΔＺはＺ方向のずれ量（μｍ）であり、Ｃｏはラインセンサによ
る角膜上皮反射光の検出値である輝度値である。
【０１０１】
　次に、かかるラインセンサ４４において、Ｚ方向の変位に伴ってそれぞれ発生する、角
膜上皮反射光の検出値（輝度値）の変化と角膜内皮反射光の検出値（輝度値）の変化との
相関関係を求める。因みに、一具体例では、これら角膜上皮反射光の検出値（輝度値）の
変化量と角膜内皮反射光の検出値（輝度値）の変化量とが、略同じとされる。そうすると
、上記（式１），（式２）を考慮して、求める角膜内皮反射光の変化量、即ち補正量：Δ
Ｃｉは、下式３，４で表すことが出来る。
　　ΔＣｉ＝－ΔＺ／２－２５（－２００≦ΔＺ≦－５０）・・・（式３）
　　ΔＣｉ＝ΔＺ／２－２５　（５０≦ΔＺ≦２００）　　・・・（式４）
【０１０２】
　それ故、上式３，４で求めた補正量：ΔＣｉを、実際にラインセンサ４４で検出した角
膜内皮反射光の検出値（輝度値）に対して加算することにより、Ｚ方向の位置ずれに起因
する誤差を補正した角膜内皮反射光の値を得ることが出来るのである。
【０１０３】
　なお、上述の一例では、ラインセンサ４４による角膜上皮反射光の検出値が、そのピー
ク位置からのＺ方向のずれ量ΔＺが下式で表される領域で飽和していることから、上式３
，４による補正を行わないこととする。
　　－５０μｍ≦ΔＺ≦５０μｍ
【０１０４】
　また、このラインセンサ４４による角膜上皮反射光の検出値の飽和状態は、角膜上皮の
正面反射光の光軸から外れた場合でも、少なくとも図８に示されるＰ１，Ｐ２，Ｐ３・・
・の各測定位置の何れにおいても、発現されるものと解して問題はない。
【０１０５】
　なお、上述の説明から明らかなように、本実施形態における第一の補正では、ラインセ
ンサ４４で取得した角膜内皮光学情報としての角膜内皮反射光量と角膜上皮光学情報とし
ての角膜上皮反射光量とを用い、前記（式３），（式４）を実行して角膜内皮反射光の補
正量：ΔＣｉを求めるコンピュータの演算手段によって「光学情報補正量演算手段」が構
成されていると共に、求めた補正量：ΔＣｉを、ラインセンサ４４で取得した角膜内皮反
射光量に加えて補正するコンピュータの演算手段によって「光学情報補正実行手段」が構
成されている。なお、このコンピータは、光学系のＸＹ方向やＺ方向の位置制御手段に用
いられるコンピュータ等を利用することが出来る。
【０１０６】
　また、別の補正（第二の補正）として、ラインセンサ４４によって検出された角膜内皮
のＺ方向位置を、ラインセンサ４４を受光素子として含む装置光学系１０に対して、略一
定となるように位置補正（コントロール）する方策も採用可能である。
【０１０７】
　具体的には、先ず、上述の第一の補正と同様に、図１０に示されている如き使用するラ
インサンサ４４における角膜上皮反射光の受光特性に基づいて、角膜上皮反射光のピーク
位置のＺ方向ずれ量と光量検出値変化量との相関関係を求めることにより、前記（式１）
，（式２）を求める。
【０１０８】
　次に、実際にラインセンサ４４で検出した角膜上皮反射光の検出値（輝度値）について
、その検出値が予め求めた飽和値であるか否かを判定する。仮に、飽和値であるなら、Ｚ
方向の位置ずれが実質的に無いものと判断し、ラインセンサ４４で検出した角膜内皮反射
光の検出値をそのまま採用する。一方、飽和値でなかった場合には、上記（式１），（式
２）よりＺ方向ずれ量：ΔＺを求める。そして、この求めたずれ量：ΔＺだけ、装置光学
系１０を被検眼Ｅに対してＺ方向で相対変位させて位置補正する。その後、再びラインセ
ンサ４４により、角膜内皮反射光を検出し、検出した値（輝度値）を当該ＸＹ方向位置に
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おける角膜内皮反射光の検出値として採用する。
【０１０９】
　なお、ずれ量：ΔＺに基づいて装置光学系１０をＺ方向で位置補正するに際して、Ｚ方
向で何れの方向（被検眼Ｅに対する接近方向又は離隔方向）に向けて位置補正するかは、
上記（式１），（式２）のみから求めることは難しい。しかし、角膜の傾斜方向から、統
計的に補正方向を推定することが可能である。また、Ｚ方向の位置補正後に、再び、ライ
ンセンサ４４で検出した角膜上皮反射光の光量からＺ方向位置ずれの有無を確認して対応
することも可能である。
【０１１０】
　また、上述の説明から明らかなように、本実施形態における第二の補正では、ラインセ
ンサ４４で取得した角膜内皮光学情報としての角膜内皮反射光量と角膜上皮光学情報とし
ての角膜上皮反射光量とを用い、前記（式１），（式２）を利用してＺ方向の補正量：Δ
Ｚを求めるコンピュータの演算手段によって「Ｚ方向変化量演算手段」が構成されている
と共に、求めた補正量：ΔＺに基づいて装置光学系１０を被検眼Ｅに対してＺ方向に位置
補正するＺ方向駆動手段の制御系によって「Ｚ方向位置補正実行手段」が構成されている
。
【０１１１】
　更にまた、別の補正（第三の補正）として、ラインセンサ４４によって検出された角膜
内皮のＺ方向位置を、ラインセンサ４４を受光素子として含む装置光学系１０に対して、
略一定となるように位置補正（コントロール）する方策として、ラインセンサ４４におけ
る角膜上皮反射光のピーク位置を検出し、この検出したピーク位置が、ラインセンサ４４
上の予め設定した一定位置にくるように、かかる一定位置からのピーク位置のずれ量に応
じた距離だけ、装置光学系１０を被検眼Ｅに対してＺ方向で相対変位させて位置補正する
補正方法も採用可能である。
【０１１２】
　すなわち、ラインセンサ４４上での角膜反射光のピーク位置（角膜上皮反射光のピーク
位置）は、装置光学系１０の被検眼Ｅ（詳細には角膜上皮）に対するＺ方向での相対位置
に対応する。また、被検眼Ｅにおいて、Ｚ方向での角膜上皮と角膜内皮の離隔距離は、Ｘ
Ｙアライメント用の角膜内皮光学情報の取得に際して問題となる程に大きくない。そこで
、角膜上皮反射光のピーク位置がラインセンサ上で予め設定した一定位置となるように、
装置光学系１０をＺ方向で被検眼Ｅに対して相対位置調節することにより、角膜内皮のＺ
方向位置ずれを抑える補正を実行することが出来るのである。
【０１１３】
　そして、このようなＺ方向位置補正を行った後、内皮反射光を検出し、検出した値（輝
度値）を当該ＸＹ方向位置における角膜内皮反射光の検出値として採用することが出来る
。
【０１１４】
　なお、角膜上皮反射光のピーク位置のずれ量およびずれ方向と、それに対応する装置光
学系１０の被検眼Ｅに対するＺ方向の補正量との相関関係は、予め実験や試験、演算等で
求めておくことが出来る。また、このような第三の補正方法においても、角膜上皮反射光
のラインセンサ４４による検出値が所定の領域で飽和する場合には、その飽和領域の中央
点をピーク位置とする等して対応する。
【０１１５】
　また、かくの如き第三の補正方法を採用すると、前記第一の補正方法や第二の補正方法
に比して、Ｚ方向の位置ずれ量が比較的大きい場合にも容易に対応することが可能となる
。従って、比較的に大きなＺ方向ずれ量がある場合には、第三の補正方法で対処し、更に
必要に応じて、次段階で、Ｚ方向ずれ量が小さくなった後に、第一又は第二の補正方法を
採用することも可能である。
【０１１６】
　なお、かかる第三の補正では、ラインセンサ４４で取得した角膜内皮光学情報としての
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角膜内皮反射光の検出値のラインセンサ４４上でのピーク位置情報を用い、このピーク位
置における予め設定されたラインセンサ４４上の特定位置からのずれ量を求めると共に、
得られたラインセンサ４４上のずれ量から、装置光学系１０の被検眼Ｅに対するＺ方向の
ずれ量（補正量）：ΔＺ′を求めるコンピュータの演算手段によって「Ｚ方向変化量演算
手段」が構成されていると共に、求めた補正量：ΔＺ′に基づいて装置光学系１０を被検
眼Ｅに対してＺ方向に位置補正するＺ方向駆動手段の制御系によって「Ｚ方向位置補正実
行手段」が構成されている。
【０１１７】
　また、ステップＱ４～Ｑ６のループ作動に際して、装置光学系１０を移動させる特定の
ＸＹ方向としては、例えば、眼構造上の理由から、被検眼Ｅの視軸方向である点灯した固
視灯８９に対し、中央固視標光学系６４で規定される角膜上皮の正面反射光の光軸：Ｏ１
に関し線対称となる方向（即ち被検眼Ｅの視軸の傾斜方向と反対方向）として設定するこ
とが出来る。
【０１１８】
　因みに、被検眼の視軸の傾斜方向と反対側となるＸＹ方向に移動させた各位置において
、ＣＣＤ２８により撮像される角膜内皮像を、参考として図１１に示す。なお、これらの
角膜内皮像の画像は、図２における１２時の方向を固視させると共に、それに対応した方
向に装置光学系１０を移動させて角膜内皮像を撮影したものであるが、これらの角膜内皮
像の画像からも、ＸＹ方向への移動量（即ち、角膜内皮の正面反射光軸に対するずれ量）
に対応して、得られる角膜内皮像が異なることが理解される。
【０１１９】
　なお、この角膜内皮反射光量の取得を終了する点であるＰend の位置は、被検眼の傾斜
角度を考慮して、人眼の構造乃至は解剖学上の統計等から、設定することが出来る。また
、ステップＱ４～６のループ処理は、角膜内皮の正面反射光軸を求めることが目的である
から、例えば、角膜内皮反射光量が予め定めた基準値に達したことなどに基づいて角膜内
皮の正面反射光軸を推定できれば、Ｐend の位置まで到達する前にその位置でラインセン
サ４４による反射光量の検出を終了しても良い。
【０１２０】
　そして、続くステップＱ７において、ステップＱ４～Ｑ６に従う処理で得られたライン
センサ４４の検出結果における角膜内皮反射光量の比較に基づいて、ＸＹアライメント用
基準位置を決定する。本実施形態においては、ラインセンサ４４により得られる図９に示
されるような光量分布において、先ず、最大のピークを示す第一ピーク部１２８（上皮反
射）を基準として、角膜内皮反射光が検出される領域に対応する、第二ピーク部１３０付
近、即ち、第一ピーク部１２８から角膜内皮側へ略５００μｍ内方へ偏移した付近におい
て、幅３００μｍ～８００μｍの角膜内皮反射光量の検出枠を定める。そして、かかる検
出枠内において、検出誤差を除外する為に一定の値以下を切り捨てると共に、かかる規定
値以上の有効な値の積分値を算出することにより、角膜内皮の反射光量を求める。ここに
おいて、前述のＰ１，Ｐ２，Ｐ３・・・Ｐend の各地点における角膜内皮反射光量の算出
値を比較すると、図１２のようになる。　これらの値を相互に比較し、最大の角膜内皮反
射光量が得られた地点（例えば、図１２におけるＰ３）を、ＸＹアライメント基準位置と
して決定する。　なお、このようなＰ１，Ｐ２，Ｐ３・・・Ｐend の各地点における角膜
内皮反射光量の比較方法としては、上述のような一定の検出枠内の積分値を求める方法の
ほか、前記検出枠内における光量検出の最大値を用いて、相互に比較してもよい。　この
場合には特に、前述の装置光学系１０のＺ方向のずれ量ΔＺに基づく角膜内皮反射光量の
補正処理があわせて行われることが望ましい。
【０１２１】
　このように、本実施形態においては、角膜上皮の正面反射光軸（角膜上皮への直交軸）
に対する角膜内皮の正面反射光軸（角膜内皮への直交軸）の相対的なずれ量を考慮して、
角膜上皮の正面反射光軸位置である（仮）ＸＹアライメント位置から装置光学系１０を特
定のＸＹ方向へ移動させ、移動後の各地点において取得したラインセンサ４４の検知結果
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における角膜内皮による反射光量を用いて角膜内皮の正面反射光軸の位置を推定すること
により、ＸＹ方向の特定位置としてのＸＹアライメント用基準位置が決定されるのである
。
【０１２２】
　なお、上述の説明から明らかなように、本実施形態においては、ラインセンサ４４を含
んで、ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段が構成されていると共に、ステップＱ７
を含んで、ＸＹアライメント用基準位置決定手段が構成されている。　
【０１２３】
　続いて、ステップＱ８において、前記ステップＳ２～Ｓ３に相当する反転・後退作動開
始位置までの更なる前進作動が行われ、その後、ステップＱ９でＸＹアライメント完了信
号が出力されて、前述のステップＳ３に戻り該ステップＳ３以降が実行される。
【０１２４】
　この際、Ｚ方向の前進作動と同時に、前記ステップＱ２でＸＹ方向において（仮）ＸＹ
アライメント位置に設定された装置光学系１０を、ＸＹ方向に移動させて、前記ステップ
Ｑ７で決定されたアライメント用基準位置にまで導く。このように、Ｚ方向の位置あわせ
と同時にＸＹアライメント用基準位置へＸＹ方向の移動を行うことにより、角膜内皮撮像
までに要する時間が短縮されて、被検者の負担が軽減されるようになっている。
【０１２５】
　その後、ステップＱ９から前記ステップＳ３以降を実行することで、目的とする角膜内
皮を撮像する。かかる角膜内皮の撮像中においても、適宜、アライメント検出センサ８８
によるＸＹアライメントが行われる。即ち、前記ステップＳ４～Ｓ５の角膜内皮の撮像と
略同様に、撮像用光源４０の点滅消灯時において、アライメント光源８２の角膜上皮によ
る正面反射光の位置がアライメント検出センサ８８により検出される。そして、かかる正
面反射光の検出位置情報と、前記ステップＱ７で決定されたアライメント基準位置の情報
とに基づいて、撮像制御回路１１７によるＸＹアライメントの補正が実行される。
【０１２６】
　要するに、角膜上皮からの正面反射光の検出位置（（仮）ＸＹアライメント位置）に対
して、ステップＱ７において算出されたずれ量だけ特定のＸＹ方向に向けて偏移したＸＹ
アライメント用基準位置に、撮像光学系２０が常に位置するよう、ＸＹアライメントが行
われるのである。このように、本実施形態においては、撮像制御回路１１７と前記ステッ
プＳ３～Ｓ５を含んで、角膜内皮像撮像制御手段が構成されている。また、上述の如き、
角膜内皮の連続的な撮像の合間を利用したＸＹアライメントの補正を実行する各構成によ
ってＸＹアライメント用基準位置検証手段が構成されている。
【０１２７】
　このようなＸＹアライメント用基準位置決定手段と、それによって決定された基準位置
を利用した角膜内皮像撮像制御手段による角膜内皮撮像の実施により、被検眼Ｅの視軸が
正面視状態の光軸Ｏ１から外れた傾斜状態であっても、角膜上皮の反射光のＸＹアライメ
ント受光系による検出信号に基づいて、角膜内皮に対して光軸Ｏ１が直交する位置に、撮
像光学系２０を位置合わせすることが出来る。
【０１２８】
　それ故、ステップＳ３～Ｓ６での正面視状態と同じ撮像作動によっても、即ち特別な処
理や操作を必要とすることなく、自動的に、高精度で鮮明な内皮像を安定して得ることが
可能となるのである。
【０１２９】
　そして、特に着目されるべきところは、ＸＹアライメントが、単なる統計値でなく被検
者の個人的情報に基づいて行われることから、各個人毎に高精度にＸＹアライメントを行
うことが出来るということであり、加えて、角膜上皮像からの推定でなく、角膜内皮像を
用いて直接的にＸＹアライメントを行うことが出来ることから、目的とする角膜内皮像を
一層高精度に且つ安定して得ることが可能となるのである。
【０１３０】
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　次に、本発明の第二の実施形態としての角膜撮影装置について説明する。上述の第一の
実施形態においては、ステップＱ５において、ＸＹアライメント用の角膜内皮光学情報と
して、ラインセンサ４４を用いて角膜内皮による反射光量を取得していたが、本実施形態
においては、ステップＱ５において取得されるＸＹアライメント用の角膜内皮光学情報と
して、ＣＣＤ２８を用いてＸＹアライメント用角膜内皮像を撮像すると共に、ステップＱ
７において、かかるＸＹアライメント用角膜内皮像の光学的情報を用いて、ＸＹアライメ
ント基準位置を決定する。なお、本実施形態は、これらステップＱ５及びステップＱ７の
他は前記第一の実施形態と同様の構成が採用されることから、以下に前記第一の実施形態
におけるステップＱ５～Ｑ７に対応する工程のみを説明する。
【０１３１】
　すなわち、前記第一の実施形態におけるステップＱ４～Ｑ６のループ作動におけるステ
ップＱ５において、図８にＰ０として示された（仮）ＸＹアライメント位置から、装置光
学系１０を被検者の注視方向に対応した特定のＸＹ方向に向けて所定距離ずつ移動せしめ
たＰ１，Ｐ２，Ｐ３・・・の各地点で、前記第一の実施形態におけるラインセンサ４４に
よる光量分布情報の取得に換えて、それぞれ、ＣＣＤ２８により、ＸＹアライメント用角
膜内皮像を複数回撮像する。その後、前記第一の実施形態と同様に、予め設定された最終
到達位置Ｐend に到達した時点でＸＹアライメント用角膜内皮撮像を終了する。
【０１３２】
　ここにおいて、かかるＸＹアライメント用角膜内皮像の撮像は、ステップＱ５において
、観察用光源３０，３０を消灯せしめると共に、撮像用光源４０を点灯して、撮像光学系
２０のＣＣＤ２８によりＸＹアライメント用角膜内皮像を撮像することによって行う。な
お、このとき、撮像照明光学系１４における撮像用光源４０から照射される光量は、前記
ステップＳ４における角膜内皮の撮像時の光量よりも小さくしても良い。蓋し、最終的な
目的とする観察用の角膜内皮像を撮像するものでなく、ＸＹアライメントの確認が出来れ
ば良いからである。このように、撮像時の光量を落とすことにより、被検者の負担を和ら
げることが出来る。
【０１３３】
　また、ステップＱ４～Ｑ６のループ作動に際して、装置光学系１０を移動させる特定の
ＸＹ方向としては、前記第一の実施形態と同様に、被検眼Ｅの視軸方向である点灯した固
視灯８９に対し、中央固視標光学系６４で規定される角膜上皮の正面反射光の光軸：Ｏ１
に関し線対称となる方向（即ち被検眼Ｅの視軸の傾斜方向と反対方向）として設定するこ
とも可能であるが、例えば、次のような方法を採用することも可能である。
【０１３４】
　すなわち、装置光学系１０を移動させる特定のＸＹ方向を特定する別の方法として、例
えば、被検眼Ｅの視軸を点灯した固視灯８９で傾斜させた状態で、撮像光学系２０により
、角膜上皮の正面反射光の光軸Ｏ１上で角膜上皮像又は角膜内皮像を撮像し、この得られ
た角膜上皮像又は角膜内皮像の光学的情報を用いて、装置光学系１０を移動させるＸＹ方
向を決定することも可能である。蓋し、被検眼Ｅの視軸を傾斜させた状態で、（仮）ＸＹ
アライメント位置で撮像した角膜上皮像又は角膜内皮像においては、角膜上皮と角膜内皮
の相対的な曲率の相違等に起因して、角膜内皮の正面反射軸の位置する方向に対応した陰
りやコントラストの相違が存在することを、本発明者が確認している。それ故、装置光学
系１０を移動させる特定のＸＹ方向（即ち、角膜上皮の正面反射光軸に対する角膜内皮の
正面反射光軸の相対的なずれ方向）と、角膜上皮の正面反射光の光軸上で撮像した角膜上
皮像や角膜内皮像における陰り等の光学的情報との相対関係を、予め実験等で求めておけ
ば、得られた（仮）ＸＹアライメント位置で撮像した角膜上皮像又は角膜内皮像の光学的
情報から、装置光学系１０を移動させる特定のＸＹ方向を決定することが可能となる。
【０１３５】
　なお、この角膜内皮像の撮像を終了する点であるＰend の位置は、前記第一の実施形態
と同様に、被検眼の傾斜角度を考慮して、人眼の構造乃至は解剖学上の統計等から、設定
することが出来る。また、本実施形態においては、得られた角膜内皮像の画像の光学的情
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報から、角膜内皮の正面反射光軸を特定することも可能である。具体的には、例えば、撮
像した画像のコントラストや明暗が全体的に一様である点をもって、角膜内皮の正面反射
光軸と推定すること等が考えられる。従って、ステップＱ４～６のループ処理は、角膜内
皮の正面反射光軸を求めることが目的であるから、撮像した画像のコントラスト等の光学
的情報に基づいて角膜内皮の正面反射光軸を推定できれば、Ｐend の位置まで到達する前
にその位置で角膜内皮像の撮像を終了しても良い。
【０１３６】
　そして、続くステップＱ７において、ステップＱ４～Ｑ６に従う処理で得られた角膜内
皮像における光学的情報に基づいてＸＹアライメント用基準位置を算出する。このＸＹア
ライメント用基準位置の算出は、上述の如く撮像した画像のコントラストや明暗が全体的
に一様である点をもって、角膜内皮の正面反射光軸と推定すること等が考えられる。勿論
、かかる判断は、検者が目視で行っても良いし、数値化してコンピュータで演算処理する
ことも可能である。
【０１３７】
　上述のような、ＸＹアライメント用角膜内皮像の撮像による角膜内皮光学情報の取得に
よっても、ＸＹアライメント基準位置を好適に決定する事が可能である。　なお、上述の
説明から明らかなように、本実施形態においては、撮像照明光学系１４と撮像光学系２０
とを含んで、ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段が構成されている。
【０１３８】
　次に、本発明の第三の実施形態としての角膜撮影装置について説明する。なお、以下の
実施形態は、ＸＹアライメント用基準位置決定の別の具体的態様例を示すものであって、
前記第一の実施形態における図７のステップＱ１～Ｑ９に示される作動が異なるだけで実
行され得ることから、ここでは、前記第一の実施形態における図７に対応する、図１３の
工程図を参照しつつ説明する。
【０１３９】
　まず、ステップＲ１～Ｒ３に従って、前記ステップＱ１～Ｑ３と同様にして、装置光学
系１０がＸＹ方向では（仮）ＸＹアライメント位置へ、及びＺ方向では角膜上皮合焦位置
を超えて所定量だけ角膜内皮側に近い位置へ、位置合わせされる。
【０１４０】
　かかる位置設定後に、ステップＲ４において、第二の実施形態のステップＱ５における
動作と同様に、観察用光源３０，３０を消灯せしめると共に、撮像用光源４０を点灯して
、撮像光学系２０のＣＣＤ２８によりＸＹアライメント用角膜内皮像を撮像する。
【０１４１】
　なお、本実施形態においては、前記第二の実施形態と同様に、撮像照明光学系１４と撮
像光学系２０とステップＲ４とを含んで、ＸＹアライメント用光学情報取得制御手段が構
成されている。また、本実施形態においては、ＸＹアライメント用角膜内皮像の撮像が、
ステップＲ２における（仮）ＸＹアライメント後の、角膜上皮の正面反射光軸上で行われ
るようになっている。
【０１４２】
　次に、ステップＲ５において、ＣＣＤ２８により得られたＸＹアライメント用角膜内皮
像の光学的情報に基づいて、ＸＹアライメント用基準位置を決定する。本実施形態におい
ては、ＸＹアライメント用角膜内皮像の光学的情報から角膜内皮の曲率半径を推定するこ
とにより、角膜内皮の正面反射光の光軸が被検眼の角膜上皮による正面反射光の光軸に対
してどれだけ外れた位置にあるかを推定することにより、ＸＹアライメント用基準位置が
決定される。
【０１４３】
　ここにおいて、本発明者は、前記ステップＲ４において得られるＸＹアライメント用角
膜内皮像に関して、被検者に対して同一方向を同一角度で固視させた状態下でも、被検者
の個人差が存在することを確認している。同一条件で撮像しても、各被検者ごとに、ＸＹ
アライメント用角膜内皮像における光学的情報（例えば、コントラストの相違や陰りの度
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合い、程度等）が異なっているのである。本発明者が検討したところ、このような光学的
情報の個人差が、主に各被検者の角膜内皮曲率半径の違いによるものであるという知見が
得られた。即ち、これらのＸＹアライメント用角膜内皮像における像のコントラストの変
化や陰りの部分的な度合いの相違などから、角膜内皮の曲率半径を推定し、その推定値に
基づいて、被検眼の角膜上皮による正面反射光の光軸に対する角膜内皮の正面反射光の光
軸のずれ量を求めることが出来るのである。
【０１４４】
　従って、本実施形態では、予め統計値として、多数の被検眼における角膜上皮による正
面反射光の光軸に対する角膜内皮の正面反射光の光軸のずれ量と、かかる被検眼において
角膜上皮の正面反射光軸上で撮像した角膜内皮像における光学的情報との、相関性をデー
タ取得しておくことにより、かかる相関データに基づいて、ステップＲ４で得られたＸＹ
アライメント用角膜内皮像の光学的情報から、ステップＲ５においてＸＹアライメント用
基準位置を求めることが出来るのである。
【０１４５】
　なお、このようにして推定的に求められたＸＹアライメント用基準位置は、例えば、そ
の後、求められたＸＹアライメント用基準位置まで撮像照明光学系１４及び撮像光学系２
０をＸＹ方向に移動させて、ＸＹアライメント用角膜内皮像を撮像し、得られたＸＹアラ
イメント用角膜内皮像の光学的情報に基づいてＸＹアライメント用基準位置の妥当性を検
証することも可能である。かかる検証は、検者が直接に目視でモニタ等を用いて確認して
も良いし、コントラストや輝度レベル等の全体の分布を考慮してコンピュータの演算処理
で行うことも可能である。
【０１４６】
　このような検証により、ステップＲ５で求めたＸＹアライメント用基準位置に誤差があ
ると判断された場合には、再度、ステップＲ４からそれ以前のステップに戻って、ＸＹア
ライメント用角膜内皮像の撮像から繰り返す。その際、再び同じ誤差発生を防止するため
に、例えば、角膜上皮の正面反射光軸から所定距離だけＸＹ方向に変位した位置でＸＹア
ライメント用角膜内皮像を撮像するようにしても良い。
【０１４７】
　而して、その後、ステップＲ６～Ｒ７において、前記第一実施形態におけるステップＱ
８～Ｑ９に相当する処理を実行し、ステップＳ３以降の、目的とする角膜内皮撮像を実行
することとなる。
【０１４８】
　このような第三の実施形態においては、第一及び第二の実施形態と同様な効果が発揮さ
れることは勿論、それに加えて、第二の実施形態に比して、ＸＹアライメント用角膜内皮
像の撮像回数の減少が図られ得ることから、ＸＹアライメント用角膜内皮像の撮像に際し
て発光せしめられる撮像用光源４０による被検者への負担の軽減が図られ得る。
【０１４９】
　以上、本発明の各実施形態について詳述してきたが、かかる実施形態における具体的な
記載によって、本発明は、何等限定されるものでなく、当業者の知識に基づいて種々なる
変更、修正、改良等を加えた態様で実施可能であり、また、そのような実施態様が、本発
明の趣旨を逸脱しない限り、何れも、本発明の範囲内に含まれるものであることは、言う
までもない。
【０１５０】
　例えば、前記装置光学系１０はあくまでも例示であって、各光学系を構成するレンズや
スリットの構成および配設位置などは、前述の如き構成に限定されない。例えば、前述の
実施形態においては、観察光学系１２の光軸Ｏ１上にコールドミラー２７が配設されてい
たが、例えば、コールドミラー２７に代えて、受光光束を全反射するミラーを光軸Ｏ１上
から外れた位置で、撮像用光源４０からの光束を反射してＣＣＤ２８に導く位置に配設す
る等しても良い。
【０１５１】
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　ここにおいて、観察用光源３０，３０は必ずしも赤外光源とされる必要は無く、可視光
源を用いても良い。或いは、受光光束を全反射するミラーを観察光学系１２の光軸Ｏ１上
に移動可能に配設して、観察光学系１２の光束を遮光しつつ撮像光学系２０の光束をＣＣ
Ｄ２８に導く状態と、観察光学系１２の光軸Ｏ１上から外れた位置に移動して観察光学系
１２の光束をＣＣＤ２８に導く状態の何れかを択一的に発現せしめたりしても良い。また
、位置検出用光源５４とラインセンサ４４の位置を入れ替える等しても良い。
【０１５２】
　なお、前述の第二及び第三の実施形態におけるラインセンサ４４は必ずしも必要ではな
いのであって、例えば、ＣＣＤ２８を用いて角膜上皮位置を検出した後に、所定距離だけ
被検眼Ｅに向けて前進した位置を、前述のステップＱ３やステップＲ３における前進移動
位置や、前述のステップＳ３における反転位置とするなどしても良い。具体的には、装置
光学系１０を被検眼Ｅに向けて前進せしめつつ、撮像用光源４０による被検眼Ｅからの反
射光をＣＣＤ２８で受光する。そして、ＣＣＤ２８によって角膜上皮からの反射光を検出
するまで、装置光学系１０を前進せしめ、当該反射光の検出位置を角膜上皮の合焦位置と
すること等が出来る。
【０１５３】
　また、前記実施形態では、装置光学系１０を被検眼に対して離隔する後退方向への撮像
作動について説明したが、ＸＹアライメントを行った後、装置光学系１０を被検眼に対し
て接近する前進方向への撮像作動を行っても良いし、また、例えば内皮合焦の位置を高精
度に検出し得る検出機構を採用すれば、連続的乃至は複数の内皮撮像作動も必要なく、合
焦位置の一点だけでの内皮撮像で目的とする内皮像を得ることも、勿論、可能である。
【０１５４】
　なお、前述の第二及び第三の実施形態においては、ラインセンサ４４に代えて、例えば
、先行特許文献１に示されている如き単純な受光素子を利用したり、或いはＣＣＤを利用
して合焦判断を実行するようにしても良い。
【０１５５】
　また、前記第二及び第三の実施形態におけるステップＱ５やステップＲ４でのＸＹアラ
イメント用角膜内皮像の撮像に際して、可視光線でない赤外光線等を照明光源に採用する
ことにより、被検者への負担の軽減を図ることも可能である。その際、ステップＳ５にお
ける観察用の角膜内皮像の撮像は別途に行われるものであって、ステップＱ５やステップ
Ｒ４で撮像されるＸＹアライメント用角膜内皮像はＺ方向のアライメントに影響を与える
ことがないことから波長による補正も原則として考慮する必要がない。
【図面の簡単な説明】
【０１５６】
【図１】本発明の第一の実施形態としての装置光学系を示す説明図。
【図２】本発明の第一の実施形態としての装置光学系における周辺固視標（固視灯）の配
置形態を示す説明図。
【図３】本発明の第一の実施形態としての角膜撮影装置を説明するための説明図。
【図４】図１に示した光学系に接続される制御回路等を説明するための説明図。
【図５】角膜撮影装置の基本的な撮影手順を示すフローチャート。
【図６】モニタ画面に表示される被検眼画像を説明するための説明図。
【図７】本発明の第一の実施形態に従うＸＹアライメントを含む工程を示すフローチャー
ト。
【図８】図７に示すフローチャートに従う基準位置の特定作動を説明するための説明図。
【図９】図８に示す各位置（Ｐ）で取得された角膜反射光の光量分布の具体例を例示する
グラフ。
【図１０】角膜反射光検出時のＺ方向のずれ量による角膜反射光の検出値の変化の具体例
を示すグラフ。
【図１１】図８に示す各位置（Ｐ）において撮像され得る角膜内皮像の具体例を例示する
内皮撮影像。
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【図１２】図８に示す各位置（Ｐ）で取得された角膜内皮反射光の光量比較を例示するグ
ラフ。
【図１３】本発明の第三の実施形態に従うＸＹアライメントを含む工程を示すフローチャ
ート。
【図１４】内皮撮影装置における課題を説明するための説明図。
【符号の説明】
【０１５７】
１０：装置光学系、１２：観察光学系、１４：撮像照明光学系、１６：位置検出光学系、
１８：位置検出照明光学系、２０：撮像光学系、２８：ＣＣＤ、３０：観察用光源、４０
：撮像用光源、４４：ラインセンサ、５４：位置検出用光源、６４：中央固視標光学系、
６６：アライメント光学系、７４：中央固視標光源、８２：アライメント光源、８４：ア
ライメント検出光学系、８８：アライメント検出センサ、８９：固視灯、１１２：Ｘ軸駆
動機構、１１４：Ｙ軸駆動機構、１１６：Ｚ軸駆動機構、１１７：撮像制御回路、１１８
：ＸＹアライメント検出回路、Ｃ：角膜、Ｅ：被検眼

【図１】 【図２】

【図３】
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【図７】 【図８】
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【図１２】

【図１３】 【図１４】
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